
 
 

平成２１年度 第３回東村山市文化財保護審議会 次第 
 

 

                      日 時：平成２２年３月１２日（金） 

                           午前１０時～１１時半 

                    場 所：ふるさと歴史館 研修室 
 

１．開  会 

 

２．挨 拶 

 

３．協議事項 

（１）市文化財の指定について（資料１） 

 

（２）その他 

 

４．報告事項 

（１）八国山たいけんの里について 

（２）下宅部遺跡はっけんのもりについて 

（３）その他 

 

５．その他 

 

６．次回の開催と今後の予定 

  ＜次回開催＞平成２２年  月  日（ ）  時  分から開催予定 

 

７．閉  会 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

○東村山市文化財保護条例（案） 

昭和43年3月27日 

条例第7号 

(目的) 

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」とい

う。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定及び東京都文化財保護条例(昭

和51年東京都条例第25号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受け

たもの以外の文化財で、東村山市(以下「市」という。)の区域内にあるもの

のうち、市にとって貴重なものの保存及び活用のため必要な措置を講じ、

もって市民の郷土に対する認識を高めるとともに、文化の向上に貢献するこ

とを目的とする。 

一部改正〔昭和52年条例21号・61年30号・平成17年33号〕 

(定義) 

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化

的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてそ

の価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその

他の学術上価値の高い歴史資料(以下「市有形文化財」という。) 

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価

値の高いもの(以下「市無形文化財」という。) 

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技

術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の

理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)で有形

のもの(以下「市有形民俗文化財」という。) 

(4) 民俗文化財で無形のもの(以下「市無形民俗文化財」という。) 

(5) 集落、塚、街道その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの(以下

「市史跡」という。) 

(6) 史跡に準ずるもので、歴史の正しい理解のために欠くことが

できず、その遺構に歴史的価値の痕跡が残っているもの又は旧態

を推定し得るもの(以下「市旧跡」という。) 

(7) 庭園、橋梁、湖沼、丘陵、その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高

いもの（以下「市名勝」という。） 

(8) 動物、植物及び地質鉱物で学術上価値の高いもの(以下「市天然記念

物」という。) 

(9) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された

景観地で生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「市文化

的景観」という。) 

全部改正〔昭和52年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例33号〕 

(指定) 

第3条 東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条に掲げるもの

のうち、市の区域内にあるもので重要なものを東村山市文化財(以下「市文化

財」という。)に指定することができる。 



 
 

2 前項の指定をするには、委員会はあらかじめ次に掲げる者の同意を得なけ

ればならない。 

(1) 市有形文化財、市有形民俗文化財、市史跡、市名勝、市天然記念物及び

市文化的景観については、所有者及び権限に基づく占有者がある場合はそ

の占有者(以下「所有者等」という。) 

(2) 市無形文化財及び市無形民俗文化財については、その保存に当たってい

る者(以下「保持者」という。) 

一部改正〔昭和52年条例21号・平成17年33号〕 

(指定の解除) 

第4条 委員会は、次に掲げる各号の一に該当するときは、文化財の指定を解

除することができる。 

(1) 市文化財が滅失したとき。 

(2) 市文化財が著しく、その価値を失ったとき。 

(3) 市文化財が市の区域外に移ったとき。 

(4) 市文化財が法第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項及び第109条第1

項又は都条例第4条第1項、第20条第1項、第26条第1項及び第33条第1項の規

定による指定を受けたとき。 

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会が適当と認める理由があるとき。 

一部改正〔昭和52年条例21号・61年30号・平成17年33号〕 

(指定及び解除の審議) 

第5条 委員会は、第3条及び前条の規定により市文化財の指定又は指定の解除

をしようとするときは、東村山市文化財保護審議会に諮問しなければならな

い。 

一部改正〔昭和52年条例21号〕 

(告示、通知及び指定書の交付等) 

第6条 第3条の指定をしたときは、委員会は、その旨を東村山市教育委員会公

告式規則第4条の規定に基づき、告示し、所有者等又は保持者(以下「管理

者」という。)に通知するとともに、所有者又は保持者に指定書を交付しなけ

ればならない。 

2 第4条の指定を解除したときは、委員会はその旨を告示し、管理者に通知し

なければならない。 

3 所有者又は保持者は前項の通知を受けたときは、30日以内に指定書を委員

会に返付しなければならない。 

4 指定及び指定の解除は、第1項及び第2項の規定による告示があった日から

その効力を生ずる。 

一部改正〔昭和52年条例21号・平成17年33号〕 

(保存の助言及び勧告) 

第7条 委員会は市文化財の保存のため、その管理者に管理方法の改善、保存

施設の設置、その他必要な措置について、助言又は勧告することができる。 

追加〔昭和52年条例21号〕 

(保存地域の設定) 

第8条 委員会は、市有形文化財、市有形民俗文化財、市史跡、市名勝、市天



 
 

然記念物又は市文化的景観のうち保存のため必要であると認めたものについ

ては、所有者等の同意を得て、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止

することができる。 

一部改正〔昭和52年条例21号・平成17年33号〕 

(保存施設) 

第9条 委員会は市文化財について所有者等の同意を得て、これに必要な保存

施設を設置し、管理者に管理させることができる。 

一部改正〔昭和52年条例21号〕 

(注意義務) 

第10条 市文化財の管理者は、当該文化財の管理及び活用について、常に善良

な注意を払わなければならない。 

(管理責任者) 

第11条 市文化財の所有者等は、特別の事情があるときは自己の代わりにその

市文化財の管理に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任すること

ができる。 

2 市文化財の所有者等は、正当の理由があるときは管理責任者を変更又は解

任することができる。 

3 前2項の規定により管理責任者を選任、変更又は解任したときは、市文化財

の所有者等は速やかにその旨を委員会に届けなければならない。 

4 管理責任者には、前条の規定を準用する。 

(権利義務の継承) 

第12条 市文化財の管理者に変更があったときは、新管理者はこの条例並びに

これに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示又は処分による旧管理者

の権利義務を継承する。 

一部改正〔平成17年条例33号〕 

(届出事項) 

第13条 市文化財の管理者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに届け

出なければならない。 

(1) 市文化財について権限の移動が生じたとき。 

(2) 市文化財が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し若しくは盗みと

られたとき。 

(3) 市文化財の所在地が変更したとき。 

(4) 管理者又は管理責任者の氏名、名称又は住所が変更したとき。 

(5) 市文化財の保存の方法を変更したとき。 

(6) 市文化財を修理又は復旧しようとするとき。 

(7) 市文化財の保存上考慮すべき事態が予知されるとき。 

(許可事項) 

第14条 市文化財の現状を変更しようとするときは、市文化財の管理者はあら

かじめ委員会の許可を受けなければならない。 

(経費の負担) 

第15条 市文化財の管理、修理又は復旧(以下「管理等」という。)に要する経

費は、管理者の負担とする。ただし、管理等に多額の経費を要し、管理者が



 
 

その負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、その経費の一部に

充てさせるために、市は管理者(市旧跡の所有者等は除く。)に対し、予算の

範囲内で補助金を交付することができる。 

2 前項ただし書の補助金を交付する場合には、委員会はその補助の条件とし

て管理者等に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めたとき

は指揮監督することができる。 

3 市は、第1項ただし書の補助金の交付を受ける市文化財の管理者が次の各号

の一に該当する場合は、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交

付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

(1) この条例に基づいて発する委員会規則及び委員会の指示に違反したとき。 

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(3) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。 

一部改正〔平成17年条例33号〕 

(公開) 

第16条 委員会は、市文化財の管理者に対し、6月以内の期間を限って、委員

会の行う公開の用に供するため、その市文化財の提供を勧告することができ

る。 

2 委員会は、市文化財の管理者に対し、3月以内の期間を限って、その市文化

財の公開を勧告することができる。 

3 第1項の規定による提供のために要する経費は、市の負担とし、前項の規定

による公開のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の

負担とすることができる。 

4 委員会は、第1項の規定により市文化財が提供されたときは、その職員のう

ちから管理の責に任ずべき者を定めなければならない。 

5 第1項の規定により、提供したことに基づいて市文化財が滅失し、又はき損

したときは、市は、その管理者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、

管理者の責に帰すべき理由又は天災等により滅失又はき損した場合は、この

限りでない。 

一部改正〔昭和52年条例21号・平成17年33号〕 

(報告) 

第17条 委員会は、必要があるときは管理者に対し、市文化財の現状又は管理

の状況につき報告を求めることができる。 

(記録の作成等) 

第18条 委員会は、国、都又は市が指定した文化財以外の文化財及び生活、生

業、風習等の推移を示す無形の民俗資料のうち、特に必要のあるものを選択

して、自らその記録を作成若しくは保存し、又は適当な者に対しその記録の

作成若しくは保存をさせることができる。 

一部改正〔平成17年条例33号〕 

(審議会) 

第19条 委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用について必要な事項を調

査、審議するため、東村山市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を

置く。 



 
 

2 審議会は、委員5人以内をもって組織する。 

3 委員は文化財に関し、高い識見を有する者の内から委員会が委嘱する。 

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者

の残任期間とする。 

5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

6 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

8 審議会は、会長が招集する。 

9 審議会は、委員の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができな

い。 

10 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の

決するところによる。 

追加〔昭和52年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例33号〕 

(委任) 

第20条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

一部改正〔昭和52年条例21号〕 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。 

附 則(昭和52年9月20日条例第21号) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

2 この条例による改正前の東村山市文化財保護条例第3条の規定により指定さ

れている市文化財は、この条例による改正後の東村山市文化財保護条例(以下

「改正条例」という。)第3条の規定により、その種別に応じて指定されたも

のとみなす。 

3 現に委嘱されている東村山市文化財専門委員は、改正条例第19条の規定す

る委員とみなし、任期は昭和53年3月31日までとする。 

附 則(昭和61年12月10日条例第30号抄) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成17年12月26日条例第33号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

(参考) 

国指定国宝 

指定年月

日 

名称 員数 構造及び

形式 

建築年代

又は時代

所在の場

所 

所有者 

昭 

3.4.4 

正福寺地

蔵堂 

1棟 桁行3間 

梁間3間 

入母屋造

こけら葺

附棟札 1

枚安政 6

年屋根組

室町時代 東京都東

村山市野

口町4―6

―1 

正福寺 



 
 

替修覆造

営の記が

ある。 

 

国指定重要文化財 

指定年月日 名称 員数 所在の場所 所有者 

大3.8.25 板碑 元弘3年斎

藤盛貞等戦

死供養碑 

1基 東京都東村

山市諏訪町

1―26―3 

徳蔵寺 

 

都指定天然記念物 

指定年月日 名称 所在の場所 所有者 

昭40.3.31 梅岩寺のケヤキ 東京都東村山市久

米川町5―24―6 

梅岩寺 

 

都指定有形文化財（考古資料）

指定年月日 名称 所在の場所 所有者

平21.3.16 下宅部遺跡漆工関

連 出 土 品  58 点

附 縄文土器 20点

東京都東村山市野

口町3―48―1

東村山市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

○東村山市文化財保護条例施行規則（案） 

昭和43年4月15日 

教育委員会規則第3号 

(目的) 

第1条 この規則は、東村山市文化財保護条例(昭和43年東村山市条例第7号。

以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目

的とする。 

(指定の申請) 

第2条 条例第2条に規定する文化財を東村山市の区域内に所有又は保持するも

のは、東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)に対して市文化財の指

定を申請することができる。 

2 前項の指定を申請しようとするものは、次の各号に掲げる指定の種類に応

じ、当該各号に定める事項を記載した書面に写真を添えて委員会に提出しな

ければならない。 

(1) 市有形文化財、市有形民俗文化財、市史跡、市旧跡、市名勝、市天然記

念物及び市文化的景観 

ア 名称及び員数 

イ 所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所 

ウ 所在地 

エ 構造形式及び大きさ 

オ 由緒及び沿革 

カ 設定を希望する保存地域の面積 

キ 申請の事由 

ク その他参考となるべき事項 

(2) 市無形文化財及び市無形民俗文化財 

ア 名称 

イ 保存者の氏名及び住所 

ウ 創始及び沿革 

エ 現況 

オ 用具の大要 

カ 申請の事由 

キ その他参考となるべき事項 

(委員会による指定) 

第3条 委員会は、所有者又は権限に基づく占有者の同意を得て市文化財を指

定することができる。ただし、指定の種類が旧跡である場合や、所有者及び権

限に基づく占有者がない場合は、占有者の同意を得ずに指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により市文化財を指定しようとするときは、前条第2

項の規定に準じて調書及び写真を作成しなければならない。 

(指定の同意) 

第4条 条例第3条第2項に規定する同意をしたものは、同意書(第1号様式)を速

やかに委員会に提出しなければならない。 

(指定書) 



 
 

第5条 条例第3条の規定により市文化財の指定をしたときは、委員会はその所

有者又は保持者などに指定書(第2号様式)を交付しなければならない。 

2 指定書を亡失又は汚損したときは、東村山市文化財指定書再交付申請書(第

3号様式)により指定書の再交付を申請することができる。 

(標識及び説明板) 

第6条 条例第9条の規定に基づき、標識(第4号様式)及び説明板(第5号様式)を

設置する。 

(届出及び許可手続) 

第7条 条例第13条による届出は東村山市文化財所有者等変更届(第6号様式)に

より、条例第14条によって許可を受ける場合は市文化財現状変更許可申請書

(第7号様式)によらなければならない。 

(補助金交付の対象経費) 

第8条 条例第15条第1項ただし書の規定に基づく補助の対象経費は、次に掲げ

るものとする。 

(1) 市文化財の修理、補修、部品の取替え等に要する経費 

(2) 市文化財に係る土地の造成、工作物の作成等に要する経費 

(3) 市文化財に係る工事、工作物の構成部分となる材料等の購入に要する経

費 

(補助金申請の事前手続) 

第9条 市文化財管理者は、条例第15条第1項ただし書の規定に基づく経費の補

助を受けようとするときは、経費補助申請書(第8号様式)に設計仕様書、予算

書等関係書類を添えて、その工事等の前年度中(委員会が承認した場合は委員

会の指定した日まで)に委員会に提出しなければならない。 

(補助金申請) 

第10条 補助金を受けようとする市文化財の所有者等(以下「管理者」とい

う。)は、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規

則第29号。以下「補助金規則」という。)に定める交付申請書により、委員会

を経て、市長に補助金交付の申請を行うものとする。 

2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、補助の適否を決定する

とともに、補助をすることと決定したときは、予算の範囲内において補助額

を定め、補助金規則に定める交付決定通知書により申請者に通知しなければ

ならない。 

3 補助金の交付を受けた管理者は、会計年度終了後20日以内に補助金規則に

定める実績報告書を市長に提出しなければならない。 

(記録の作成等) 

第11条 条例第18条に規定する「記録」とは、写真、実測図、地積図、実物見

本、工程見本、聞書、文書記録、映画フィルム、スライド、録音テープ、

ディスク等をいう。 

(備付け帳簿) 

第12条 委員会は、次に掲げる事項を記載した東村山市文化財台帳を備えなけ

ればならない。 

(1) 市文化財の種別名称及び員数 



 
 

(2) 所有者等の住所及び氏名又は名称 

(3) 指定書の記号、番号及び年月日 

(4) 指定当時の状況 

(5) 創造又は創始及び沿革 

(6) 指定事由 

(7) 指定後の経過 

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 

改正 昭和62年1月30日教委規則第1号 

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。 

附 則(昭和52年9月22日教委規則第8号) 

この規則は、東村山市文化財保護条例等の一部を改正する条例(昭和52年東村

山市条例第21号)施行の日から施行する。 

附 則(昭和62年1月30日教委規則第1号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成7年3月30日教委規則第1号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成18年2月2日教委規則第2号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

第1号様式(第4条) 

 

  

  年  月  日   

 

  (あて先)東村山市教育委員会 

 

  

住所        

氏名          印   

 

  

 私の所有(又は占有、保持)する下記の文化財を東村山市文化財に指定するこ

とを同意します。 

 

  

記 

 

  

1 名称及び員数 

 

  



 
 

○東村山市文化財指定基準（案） 

 

東村山市文化財保護条例（昭和４３年３月２７日条例第７号）第２条の規定

に基づく文化財の指定は、この東村山市文化財指定基準により行う。 

 

一 市有形文化財 

 １ 建造物 

   建築物（社寺、住宅、公共施設等）、土木構造物及びその他の工作物

（橋梁、石塔、鳥居等）の建造物のうち次のアからウまでのいずれかに該

当するもの 

 ア 意匠的又は技術的に優秀なもの 

 イ 歴史的又は学術的価値の高いもの 

 ウ 東村山市（以下｢市｣という。）の歴史又は地域的特色において貴重な

もの 

２ 絵画、彫刻、工芸品 

 (１) 各時代の遺品のうち製作が優秀なもの 

 (２) 絵画史上、彫刻史上、工芸史上又は文化史上貴重なもの 

 (３) 題材、品質、形状、形態又は技法等の点で特色があり、意義の深い

も 

   の 

 (４) 市の歴史、文化に関係の深いもの 

３ 書跡・典籍 

 (１)  書跡類のうち書道史上又は市の文化史上貴重なもの

 (２) 典籍類のうち原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの 

 (３) 典籍類のうち版本類（版木を含む。）で印刷史上貴重なもの 

 (４) 書跡類、典籍類で歴史的又は学術的価値の高いもの 

 (５) 書跡類、典籍類で市の歴史、文化に関係の深いもの 

４ 古文書 

 (１) 古文書類のうち歴史上又は文化史上貴重なもの 

 (２) 日記、記録類（絵図、系図類を含む。）は、その原本又はこれに準

ずる写本で歴史上重要なもの 

 (３) 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術的価値の高いもの 

 (４) 市の歴史、文化に関係が深いもの 

５ 考古資料 

  各時代の遺物で学術的価値の高いもの又は市の歴史上重要なもの 

６ 歴史資料 

 (１) 政治、経済、社会、文化、科学技術等歴史上の各分野における重要

な事象に関する遺品のうち学術的価値の高いもの 

 (２) 歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の高いもの 

 (３) 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で市の歴史上重要なもの 

二 市無形文化財 

１ 芸能 



 
 

 (１) 演劇、舞踊、音楽その他の芸能のうち次のアからウまでのいずれか

に該当するもの 

  ア 芸術上価値の高いもの 

  イ 芸能史上重要な地位を占めるもの 

  ウ 市の文化史上重要なもの 

 (２) (１)の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で優秀なもの 

２ 工芸技術 

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次のアからウまでのい

ずれかに該当するもの 

 ア 芸術上価値の高いもの 

 イ 工芸史上重要な地位を占めるもの 

 ウ 市の文化史上重要なもの 

三 市有形民俗文化財 

(１) 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等にお

いて、市民の生活文化の特色を示すもの 

 ア 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用

具、家具調度、住居等 

 イ 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡

織用具、作業場等 

 ウ 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟、車、飛脚

用具、関所等 

 エ 交易に用いられるもの 例えば、計算用具、計量具、看板、鑑札、店

舗 

  等 

 オ 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、

若者宿等 

 カ 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、

呪術用具、社祠等 

キ 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜占用具、医療用

具、教育施設等 

 ク 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣裳、道具、楽器、

面、人形、玩具、舞台等 

 ケ 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、

産屋等 

 コ 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等 

(２)  (１)のアからコまでに掲げる有形の民俗文化財の収集で、その目的、

内容等が次のアからカまでのいずれかに該当し、市民の生活文化を知る

上で重要なもの 

 ア 歴史的変遷を示すもの 

 イ 時代的特色を示すもの 

 ウ 地域的特色を示すもの 

 エ 技術的特色を示すもの 



 
 

 オ 生活様式の特色を示すもの 

 カ 職能の様相を示すもの 

四 市無形民俗文化財 

(１) 風俗慣習のうち次のア又はイのいずれかに該当し重要なもの 

 ア 由来、内容等において市民の生活文化の特色を示すもので典型的なも

の 

 イ 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの 

(２) 民俗芸能のうち次のアからウまでのいずれかに該当し、市にとって重

要なもの 

 ア 芸能の発生又は成立を示すもの 

 イ 芸能の変遷の過程を示すもの 

 ウ 市の文化に関係の深いもの 

(３) 民俗技術のうち次のアからウまでのいずれかに該当し重要なもの 

 ア 技術の発生又は成立を示すもの 

 イ 技術の変遷の過程を示すもの 

 ウ 地域的特色を示すもの 

五 市史跡 

次に掲げるもののうち市の歴史の正しい理解のため欠くことのできないも

ので、かつ、その遺構が比較的よく原形を保っているもの又は旧態を推定し

得るもので学術上価値のあるもの 

 ア 集落関係、生産関係、埋葬関係遺跡等 

 イ 役所跡、城館跡、防塁、古戦場その他政治、軍事に関する遺跡 

 ウ 社寺等の跡、経塚その他祭祀信仰に関する遺跡 

 エ 屋敷跡、町屋跡、居宅跡等 

 オ 郷学、私塾、学校、研究施設、文化施設その他教育、学術、文化に関

する遺跡 

 カ 医療施設、福祉施設、生活関連施設その他社会、生活に関する遺跡 

キ 街道、番所跡、宿場跡、一里塚、上水、用水、堤防その他産業交通土

木に関する遺跡 

 ク 墓及び碑 

 ケ 由緒ある旧宅、園池、井泉、樹石等 

 コ 外国及び外国人に関する遺跡 

六 市旧跡 

  史跡に準ずるもので、歴史の正しい理解のために欠くことがで

きず、その遺構に歴史的価値の痕跡が残っているもの又は旧態を

推定し得るもの 

七 市名勝 

次に掲げるもののうち風致景観の優れたもので、芸術上又は鑑賞上

価値の高いもの 

ア 公園、庭園等 

イ 橋梁、築堤等 

ウ 花樹、草花、紅葉、緑樹等の叢生する場所 



 
 

エ 鳥、獣、魚、虫等の生息する場所 

オ 岩石、洞穴 

カ 峡谷、瀑布、渓流、深淵 

キ 湖沼、湿原、浮島、湧泉 

ク 砂丘、砂嘴、海浜、島嶼 

ケ 火山、温泉 

コ 山岳、丘陵、高原、平原、河川 

サ 展望地点 

八 市天然記念物 

 １ 動物 

   次に掲げる動物のうち学術上貴重で市の自然を記念するもの 

  ア 市の著名な動物（鳥、獣、魚、虫類以下同じ。）として保存を必要と

するもの及びその棲息地 

  イ 自然環境における特有の動物又は動物群集 

  ウ 特に重要な動物の標本 

 ２ 植物 

  ア 名木、巨樹、老樹、畸形樹、栽培植物の原木、並木、森林、社叢 

  イ 池泉、沼沢、河川等の水草類、藻類、蘚苔類、微生物等及びその生ず

る地域 

  ウ 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木 

  エ 栽培植物の顕著な自生地 

  オ 稀有又は絶滅の恐れのある植物の自生地 

 ３ 地質鉱物 

  ア 岩石、鉱物及び化石の産出状態 

  イ 市の特色を示す地質現象を保持するもの 

  ウ 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本 

九 市文化的景観 

(１)  次に掲げる文化的景観のうち市民の基盤的な生活又は生業の特色を示

すもので典型的なもの又は独特のもので、市総合計画、都市計画マス

タープラン等で景観の保護・保全区域に位置付けられているもの 

  ア 水田、畑地等の農耕に関する景観地 

  イ 茅野、牧野等の採草・放牧に関する景観地 

  ウ 用材林、防災林等の森林の利用に関する景観地 

  エ 漁ろうに関する景観地 

  オ ため池、水路、港等の水の利用に関する景観地 

カ 鉱山、採石場、工場群等の採掘、製造に関する景観地 

  キ 道、広場等の流通、往来に関する景観地 

  ク 垣根、屋敷林等の居住に関する景観地 

(２)  (１)のアからクまでに掲げるものが複合した景観地のうち市民の基盤

的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特のもの 

 

 



 
 

 附則  この基準は、平成１８年６月１日から施行する。 

  

 附則  この基準は、平成２２年 月 日に一部改正し、平成２２年 月 日

から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

東村山市指定文化財調書（案） 
 

１ 名称 

   陸軍少年通信兵学校跡地 

２ 種別 

   東村山市旧跡 

３ 所在地 

東村山市富士見町１丁目２～５番地、７～10番地、12～14番地、16番地、 

同２丁目１番地、２番地のうち一部、３～10番地 

４ 員数 

   １ 

５ 面積 

    約66万㎡（約20万坪） 

６ 説明 

     日本の軍隊に徴兵年齢以前の10代の「少年兵」が現れるのは昭和初年である。

第一次世界大戦に登場した飛行機・戦車等を操る技術下士官の養成が急務となり、

少年兵の制度が取り入れられるようになった。陸軍における 初の少年兵は陸軍

少年通信兵で、1933年（昭和８）、東京市杉並区馬橋（現在の東京都杉並区）の

陸軍通信学校内に少年たちの通信技術教育のための生徒隊を設けて少年通信兵制

度がはじまった。ただし馬橋の校舎は狭かったので、1938年（昭和13）に陸軍通

信学校は神奈川県大野村（現在の相模原市）に移転となった。 

 その後、1941年（昭和16）の太平洋戦争勃発で、通信下士官の急速な補給に迫

られ、少年通信兵のための独立した学校を設けることになり、1942年（昭和17）

４月１日に陸軍通信学校生徒隊を昇格して陸軍少年通信兵学校が創設された。初

代校長に末光元広少将が就任、生徒隊は生徒隊長が統括し、中隊長は生徒隊長の

命を受け、各中隊の訓育・術科教育を担任した。陸軍少年通信兵学校は、当初神

奈川県大野村の陸軍通信学校内に同居していた。その間、東村山町（現在の東村

山市）に約53万㎡（約16万坪）の敷地を得て校舎建設が進められ、10月23日に新

校舎に移転した。正門の前は野火止用水が流れ、松林の中に学校本部・大講堂・

生徒舎・通信講堂・機材庫・生徒集会所・医務室・大食堂等が整然と配列された。 

 1943年（昭和18）10月１日、村松陸軍少年通信兵学校の創設により、東村山町

所在の陸軍少年通信兵学校は東京陸軍少年通信兵学校と改称された。12月１日に

11期生、翌1944年（昭和19）６月１日に12期生が入校し、従来の松、竹、梅、雪、

月、花に加え、鶴、亀と中隊が増えて八個中隊となった。校長は末光元広少将、

小山義巳大佐（後に少将）、小西貞治大佐と続いた。この年の末には校地の拡張

が進められ、約66万㎡となった。 

全国から受験し合格した15歳前後の少年たちは、東村山の地でモールス信号の

送受信や通信機の取扱い等の厳しい訓練を受け、寝食を共にしていた。彼らは広

大に拡大した戦地に転戦し、通信兵として任務にあたった。また東村山の地で終

戦を迎えた生徒も多かった。 

1945年（昭和20）４月に特別幹部候補生通信第一期生が入校した。特別幹部候

補生は、消耗する兵力増強のため、短期間の軍隊教育で即戦力として活用できる

中等学校生徒を対象としたものであった。甲種は選抜で士官に、乙種は下士官に

なる制度だった。東京陸軍少年通信兵学校には通信兵種の乙種が入校し、少年通

信兵と同様の訓練・教育が行われるはずであった。しかし空襲が激しくなると、

第十二期少年通信兵・特別幹部候補生ともに、大部分の中隊は各地へ疎開し、在

校の中隊も通信壕の掘削などに従事することになった。８月15日の終戦により、



 
 

疎開各隊の帰校を待って順次復員し、28日に復員完結となり陸軍少年通信兵の母

校としての歴史を閉じた。なお、馬橋・相模大野・東村山・村松での少年通信兵

入校生徒は約5865人にのぼり、さらに東京陸軍少年通信兵学校では特別幹部候補

生約700人を受け入れていた。 

関係する資料は終戦後大部分が直ちに焼却処分されたが、一部の資料は当時の

在校生・卒業生等により保管されてきたので、その歴史や活動状況についてはあ

る程度判明している。 

戦後、東京陸軍少年通信兵学校の施設の一部は逓信省に移管され、高等逓信講

習所となり、東京陸軍少年通信兵学校に在校していた特別幹部候補生や教職員の

希望者が入所した。その後高等逓信講習所は、中央電気通信学園となり調布市に

移転したため、建物は電電公社の社宅や寮として利用された。また、東京陸軍少

年通信兵学校の給水施設を利用して、1958年（昭和33）に東村山町の上水道事業

の第１号として給水が開始された。そして、外地引揚者寮は敷地の東側にあった

材料庫を使用し、住宅困窮者のための更生施設である村山昭和寮は敷地の西側に

あった電気講堂を使用した。さらに旧軍用地であることから、広大な敷地は戦後

開拓事業のために引揚者や地元農家へ農地として提供された。 

1947年（昭和22）実施の新学制では独立校舎による新制中学校の設立が求めら

れ、東京陸軍少年通信兵学校の建物のうち松隊・鶴隊の兵舎等を利用し、1947年

４月１日に町立東村山中学校（現市立第一中学校）が開校した。その後も、東京

陸軍少年通信兵学校敷地内には、市立南台小学校、明治学院東村山高等学校、明

法学院高等学校、日体桜華女子高等学校が設置され、文教的地区となった。 

現在は、陸軍少年通信兵学校の各施設は火災による焼失や建て替え等により、

残っていない。 
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８ 調査歴・現状及び保存状況 

    東村山市史編さん事業（第２次）においては、『東村山市史研究』第３号（平成

６年刊）で陸軍少年通信兵学校の敷地について簡単に紹介し、同事業の住宅建築調

査委託により、当時住宅として使用されていた旧陸軍少年通信兵学校の建物の調査

を実施した。さらに陸軍少年通信兵学校の卒業生による記録を元にして『東村山市

史２ 通史編 下巻』（平成15年刊）に陸軍少年通信兵学校について記述した。 

 東村山ふるさと歴史館においては、陸軍少年通信兵学校出身者よりの資料・情報

提供を順次受けていたが、平成17年９月、『歴史館だより』第26号に特集「東京陸

軍少年通信兵物語」を掲載し、陸軍少年通信兵学校についてわかりやすくまとめて

市民に紹介した。平成20年夏には東村山ふるさと歴史館の企画展「陸軍少年通信兵

学校」を開催、企画展図録『陸軍少年通信兵学校』を刊行した。展示に伴い、関係

資料および関係者への調査を実施、資料の一部はふるさと歴史館収蔵庫に保管し、



 
 

公的機関も含めた資料所在状況についても把握した。当館以外の関係資料を所蔵し

ている主な公的機関は五泉市村松郷土資料館（新潟県）や立命館大学国際平和

ミュージアム（京都府）であり、国土地理院所蔵空中写真のうち昭和19年10月に陸

軍が撮影した東京陸軍少年通信兵学校周辺の航空写真により敷地の全貌が見てとれ

る。さらに東京国立近代美術館フィルムセンターには陸軍少年通信兵学校を紹介し

た映画『武蔵野に鍛ふ』のフィルムの一部が残されている。 

    陸軍少年通信兵学校の敷地は、現在の東村山市富士見町１・２丁目の大部分と東

大和市新堀１丁目の一部にあたる。当時の施設は現存しないが、陸軍少年通信兵学

校正門前にかかっていた橋（第二富士見橋）がほぼ当時の姿を残している。 

９ 指定理由 

以上の点から、市内に軍事施設が存在した歴史的事実を後世に伝え、恒久の平和

を祈るため、陸軍少年通信兵学校跡地を旧跡指定するものである。 

１０ 指定基準 

東村山市文化財指定基準 

六 市旧跡 


