
平成２１年度 第２回東村山市文化財保護審議会 次第 
 

 

                      日 時：平成２２年１月１４日（木） 

                            午後１時半～３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）文化財ウィークについて 

（２）下宅部遺跡はっけんのもりについて（別紙・「ニュース」参照） 

（３）八国山たいけんの里について 

（４）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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料１ 
 

（前回資料） 

１ 陸軍少年通信兵学校跡地 
 陸軍では、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

が必要となった。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した。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

（現在の東村山市富士見町１・２丁目）に約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）、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。 

1945年４月に乙種特別幹部候補生通信第一期生が入校した。しかし空襲が激

しくなると、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

従事していた。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。 

関係する資料は戦争終了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・卒業生により保管されており、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建物は、高等逓信講習所や電電公社の社

宅・寮、引揚者寮、更生施設、給水塔に使用され、さらにそれを利用して東村

山中学校も開校、その後も兵学校跡敷地に多くの学校が設置され、現在の富士

見町は東村山の文教的な地域となっているが、施設は現存しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（前回会議内容） 
○事務局 

施設は現存しないものの、数年前の企画展開催前後に把握できうるかぎり、

資料や情報を集めることができたと思われる。武蔵村山市にあった東京陸軍少

年飛行兵学校は、施設が現存しないものの、平成１９年に市史跡指定されてい

る。東京都の区分でいうと、旧跡にあたると思われるが、東村山市には旧跡の

区分はなく、瓦塔出土地が同様に旧跡ではなく、市史跡として指定されている

ので、指定するのであれば、史跡指定になると考えられる。 

○Ａ委員 

東久留米市に陸軍の通信所があった。 

○会長 

新座市から清瀬市にまたがって海軍の通信所があった。 

 当時の道路等は残っているのか？、また、道路と兵学校の敷地を画する塀の

ようなものは残っていないのか？ 

○事務局 

当時の道路はおおむね残っており、正門前の野火止用水にかかる橋も残って

いるが、道路と兵学校の敷地を画する塀のようなものは残っていないと思われ

る。 

○Ｂ委員 

 指定の範囲はどうなるのか。 

○事務局 

範囲や施設の配置については資料や聞き取り調査により、資料のように判明

しているが、施設が現存していないので、土地所有者への規制は実際にはなく、

説明板の設置場所の協議が必要。 

○各委員 

企画展図録以上のより詳細な報告書刊行を目指してほしいが、現段階で既に

現状で把握できると思われる情報等はまとめられているので、史跡の候補とし

て十分考えられ、はやく指定した方がよい。範囲については、土地所有者に対

する規制が特にかかることはないので、兵学校があった敷地全域がよく、説明

板設置場所の検討も含め、指定の準備をしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



文化財保護法 

第一章 総則 

（文化財の定義） 

第２条 この法律で「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

産で我が国にとつて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「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在で我が国にとつて歴史上又

は芸術上価値の高いもの（以下「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我が国民の生活の推移

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。） 

4．貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又

は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我

が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及

び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現

象の生じている土地を含む。）で我が国にとつて学術上価値の高いもの（以下

「記念物」という。） 

5．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

地で我が国民の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「文

化的景観」という。） 

6．周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価

値の高いもの（以下「伝統的建造物群」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京都文化財保護条例 

第一章 総則 

(定義) 

第二条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 

一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形

の文化的所産で我が国にとつて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「有形文化財」という。) 

二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつ

て歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。) 

三 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

我が国民の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。) 

四 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上

又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁り よ う、峡谷、海浜、山岳そ

の他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並

びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含

む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)

で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。) 

 

第五章 都指定史跡旧跡名勝天然記念物 

(指定) 

第三十三条 教育委員会は、都の区域内に存する記念物(法第百九

条第一項の規定により、史跡、名勝又は天然記念物に指定されたも

のを除く。)のうち、都にとつて重要なものを、東京都指定史跡(以

下「都指定史跡」という。)、東京都指定旧跡(以下「都指定旧跡」

という。)、東京都指定名勝又は東京都指定天然記念物(以下「都指

定天然記念物」という。)(以下これらを「都指定史跡旧跡名勝天然

記念物」と総称する。)に指定することができる。 

2 前項の規定による指定には、第四条第二項から第五項までの規定

を準用する。 

 

 (解除) 

第三十四条 都指定史跡旧跡名勝天然記念物が都指定史跡旧跡名勝

天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるとき

は、教育委員会は、その指定を解除することができる。 

2 都指定史跡旧跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定

による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該都指

定史跡旧跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。 

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012142001.html#j4_k2
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012142001.html#j4_k5


3 第一項の規定による指定の解除には第五条第二項及び第五項の規

定を、前項の場合には第五条第四項及び第五項の規定を準用する。 

 

(土地の所在等の異動の届出) 

第三十五条 都指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定地域内の土地に

ついて、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたとき

は、所有者(第三十六条で準用する第六条第二項の規定により選任

した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育

委員会に届け出なければならない。 

 

東京都文化財指定基準 

第五 東京都指定史跡 

次に掲げる遺跡のうち歴史の正しい理解のため欠くことができず、

かつ、その遺構が比較的よく原形を保っているもので学術上価値の

あるもの 

ア 貝塚、集落跡、墳墓その他生活に関する遺跡 

イ 城館、国府跡、屋敷その他政治・軍事に関する遺跡 

ウ 社寺の跡その他祭祀し信仰に関する遺跡 

エ 教育研究施設、文化施設その他教育・学術・芸術に関する遺跡 

オ 災害関連施設、医療関連施設その他社会生活に関する遺跡 

カ 交通・通信施設、治水施設その他都市構造に関する遺跡 

キ 商業・金融施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡 

第六 東京都指定旧跡 

(一) 東京都指定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こ ん跡が残っているもの

又は旧態を推定し得るもの 

(二) 墓石、石碑その他歴史的価値のある記念物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012142001.html#j5_k2
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012142001.html#j5_k5
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012142001.html#j5_k4
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012142001.html#j5_k5


○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) 古墳、貝づか、旧宅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、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上

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〕 

 
 

 


