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文化財とは何か
1950年制定の文化財保護法によって一般に用い
られるようになった語で、cultural propertiesの訳
語。同法では〈歴史、文化の正しい理解のために
欠くことのできない〉貴重な国民的財産と定義。

（１）建造物、絵画、彫刻等の〈有形文化財〉

（２）音楽、演劇、工芸技術等の〈無形文化財〉

（３）衣食住、信仰、年中行事等に関する〈民俗文化財〉

（４）古墳や旧宅〈記念物〉（史跡）

　    海岸や山岳等の景勝地や庭園〈記念物〉（名勝）
　　 動植物の繁殖地等〈記念物〉（天然記念物）
（５）他に、伝統的建造物群・文化的景観・埋蔵文化財など
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出典：文化庁

『国宝・重要文化
財建造物　保
存・活用の進展
をめざして』
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国内の文化財保護の歴史

• 明治4年5月23日:古器旧物保存方(太政官布告)
• 明治21年9月27日:宮内省臨時全国宝物取調局設置
• 明治30年6月5日：古社寺保存法公布
• 昭和4年3月28日:国宝保存法公布
• 昭和25年5月30日:文化財保護法公布
• 昭和25年8月29日:文化財保護委員会発足
• 昭和43年6月15日:文化庁発足
• 昭和50年7月1日:文化財保護法改正
　(伝統的建造物群制度、土地指定制度の導入など)
• 平成8年6月12日:文化財保護法改正
　(登録有形文化財制度の導入など)
• 平成 16年5月28日:文化財保護法改正
　(文化的景観、民俗技術の保護制度、登録制度の拡充など)
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国宝「歓喜院聖天堂」
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歓喜院聖天堂

• 宝暦10年（1760）に完成した江戸時
代中期を代表する彫刻建築。

• 奥殿を中心に、壁面や各部材は精
巧な彫刻で埋められ、置上彩色とい
う高度な技法をもちいながら極彩色
の彩色がほどこされました。
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彫刻師と庶民の協力

棟梁は妻沼の林兵庫正清とその子正信で、
幕府や大名、豪商の援助を受けた記録は
残されていないため、庶民の力によって再
建されたと考えられています。

平成15年から8年を掛けて「平成の大修理」
と呼ばれる保存修理工事が実施されました。
平成24年7月9日、国宝に指定されました。
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拝殿
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奥殿・中殿
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修復前
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奥殿彫刻
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拝殿の破風
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彫刻　鷲に猿
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囲碁遊び
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大羽目彫刻の修理・彩色塗り直し
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技術や技能の保護・伝承

文化庁では、文化財の保存に欠くことができな
い伝統的な技術や技能で、保存すべきものを選
定し、その保持者や保存団体を認定する選定
保存技術制度を設けている。
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技術保存の選定

建造物修理・屋根瓦製作鬼師・建造物木
工・檜皮採取・建造物装飾・建造物彩色・
錺金具製作・鋳物製作・金具製作・規矩術
（古式規矩）・規矩術（近世規矩）竹釘製
作・屋根板製作・屋根瓦（本瓦葺）・左官
（漆喰塗）・檜皮葺・柿左官（古式京壁）・茅
葺左（日本壁）・石盤葺・建具製作・畳製
作・金唐紙製作・建造物模型製作
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江戸時代の建築の推移
安土桃山時代～江戸初期　豪華建築・霊廟建築の進展

　　　上之村神社・雷電神社本殿、1636　日光東照宮
　　　1661　秩父三峰神社本殿
江戸時代中期　幕府主導の大規模事業（城・菩提社寺など）

　　　　　　　　　　と庶民信仰社寺での壮麗建築・彫刻の出現

　1722　太田「冠稲荷神社本殿」　　　1735　東松山箭弓稲荷
　1744　妻沼「歓喜院聖天堂」奥殿　1746上新田「諏訪神社本殿」
江戸時代中期以降　幕府の社寺建築に対する質素倹約令により

　　　　　　　彩色彫刻や装飾性に富んだ建築から素木彫刻などへ。

　　　　1752　胄山神社本殿　　1760　妻沼「歓喜院聖天堂」拝殿　　
（上州花輪村、熊谷周辺の大工棟梁、彫物師による技術伝承）

　　三宝荒神社、五社大明神、天満社、閼伽井堂、貴惣門へ
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国指定重要文化財
「貴惣門（きそうもん）」
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国指定重要文化財
「貴惣門（きそうもん）」

妻沼聖天山の山門。屋根の妻側
に破風を3つ持つ特徴的な切妻造
の門で、聖天堂完成から約100年
後の嘉永4年（1851）に完成し、棟
梁は林正清の子孫林正道が担い
ました。
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３つの破風
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国指定重要文化財
「平山家住宅」
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平山家住宅

• 市内樋春地内の荒川右岸に位置している平山
家住宅は、江戸中期に建てられた農家住宅で、
昭和46年6月22日に国の重要文化財に指定さ
れました。

• 平山家は、旧樋口村で名主を務めた旧家であ
り、現在も屋敷周りに堀や土塁が残っています。
建物は、桁行九間（東西方向の幅17.4m）、梁
行六間（南北方向の幅11.9m）の入母屋造であ
り、茅葺の屋根を持つ平屋建ての構造です。文
化財の民家住宅としては県内最大規模を誇り
ます。
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市指定有形文化財
「根岸家長屋門」
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根岸家長屋門

• 江戸時代の根岸家は、甲山村の名主を
務めた豪農であり、その面影を残す長屋
門は、幅13間、奥行3間、屋根棟高10mを
誇ります。建築された時期は寛政年間と
伝えられています。

• 長屋門の一部には、根岸武香が収集した
考古遺物の陳列も行われていました。平
成22年に保存修理工事が行われました。
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三尻観音山・龍泉寺
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三尻観音山・龍泉寺

・平地である市内において独立した山で、
眺望もよく、特に南方は視界が開けていま
す。標高83.3ｍ、周囲約850ｍで、松・な
ら・くぬぎ等が豊富に植生しています。

・南麓にある龍泉寺は、真言宗豊山派に
属しています。本尊は不動明王像。観音
山の中腹には観音堂が建てられています。
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県指定有形文化財
「上之村神社本殿」
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上之村神社本殿

• 上之村神社は、もとは久伊豆神社とい
い、社伝によれば応永年間（1394～
1428）成田左京亮家時が社殿を再建し、
寄進したと伝えられます。本殿は一間社
流造、屋根は銅板葺で、軒廻りや蟇股
（かえるまた）などに彫刻をほどこし、江
戸時代前期の簡素で古い形式をとどめ
ています。
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国指定史跡「宮塚古墳」
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幡羅官衙遺跡群
（はらかんがいせきぐん)

　　　　　　　　熊谷市域：西別府祭祀遺跡

　湯殿神社
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県指定文化財史跡
「甲山古墳（かぶとやまこふん） 」
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県指定史跡
「塩古墳群（しおこふんぐん）」

33



文殊寺・市指定文化財
「文殊寺仁王門」
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文殊寺仁王門

• 文殊寺は、古くは能満寺という古刹でしたが、室
町時代の文明13年（1481）に焼失し、その２年後
に高見城（現在の小川町）の城主であった増田四
郎重富が再建。

• 『新編武蔵風土記稿』（19世紀初頭）には、文
殊寺の伽藍（寺院境内の配置）について、本堂
や山門、仁王門などの約10棟の建物によって
構成されていたことが記載されていますが、度
重なる火災等で、その大半が失われ、当時の
面影を残す建造物は仁王門だけとなる。
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養蚕関連の文化財―「富岡製糸場と
絹産業遺産群」との関わり

• 元素楼
（玉井）
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愛染堂（下川上）
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市指定有形民俗文化財「愛染明王」

世界遺産「富岡製
糸場」の初代工場
長の尾高惇忠筆

奉納額
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毀損状況（北西側）
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修理後の状況
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愛染明王
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斎藤別当実盛公遺跡探訪遊歩道
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斎藤別当実盛公遺跡探訪遊歩道

　旧妻沼町は、昭和５３年に、妻沼聖天山の開創
800年を記念して、開祖とされている斎藤別当実
盛公のゆかりの地を巡る「斎藤別当実盛公遺跡
探訪遊歩道」を創設。この遊歩道は、歓喜院貴
惣門を始点として、歓喜院聖天堂、歓喜院本坊、
氷川神社（弥藤吾）、斎藤塚（弥藤吾）、実盛塚
（西野）、長井神社（西野）、椎の木（八ツ口、長昌
寺）、大我井の杜（妻沼）までの文化財や寺社な
どをめぐる全長約８kmのコース
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熊谷市内の国登録有形文化財

　　坂田医院旧診療所・熊谷聖パウロ教会
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坂田医院旧診療所（妻沼）

　昭和６年に坂田康太郎氏
が産科医院として建造した
「坂田医院旧診療所」は、鉄
筋コンクリート造、平屋建て、
外壁正面をスクラッチタイル
貼りとする明治初期の地方
近代建築の貴重な遺構とし
て平成16年に国登録有形文
化財となりました。
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熊谷聖パウロ教会（宮町）

　大正１２年、建造された
礼拝堂。建物は鐘楼を持
つ平屋建ての構造であり、
建築面積141㎡。鐘楼の１
階部分が入り口ポーチと
なり、礼拝堂にはべスト
リー（礼拝準備室）が付設
されています。創建時の屋
根は洋瓦でしたが、戦後に
日本瓦に葺き替えられて
います。
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観光文化財ガイドアプリ「くまここ」

スマートフォン、タブレット端末
用アプリである熊谷観光・文化
財ナビ「くまここ」は市内の文化
遺産へと案内するナビゲーショ
ンシステムです。文化財の概要
なども多く掲載し、市内観光に
ご利用ください。

47



熊谷市立江南文化財センター

　本施設は市内の文化遺産と
して伝えられた「文化財」の収
集、保管、調査及び研究を行
うとともに、これらの文化財の
活用を図り教育、芸術、及び
市民文化の向上に幅広く寄与
するため、多くの文化財資源
の公開も行っています。

所在地：熊谷市千代329番地　
開館時間：午前9時～午後5時　
平日開館（年末年始等除く）　
入館料：無料
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