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Ⅰ．東京都文化財庭園の運営・取組み 

【参考資料】 

Ⅰ．東京都立文化財庭園の運営・取組み 

東京都立文化財庭園の運営・取組みについて、以下に整理する。 

（１）東京都立９庭園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庭園名 開園年月日 開園面積 開園時間 休園日 入園料　※1 年間パスポート 庭園ガイド ガイドの人数※2 備考

旧岩崎邸庭園 平成13年10月1日 18235.47　ｍ2
午前9時～午後5時

（入園は午後4時30分まで）

年末・年始

（12/29～翌年1/1）

一般及び中学生　→　400円

65歳以上         　→　200円

（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）

・20名以上の団体

　一般及び中学生　→　320円

　65歳以上         　→　160円

大人　　　　　→　1600円

65歳以上    →　 800円

・無料

・木曜を除く毎日

　　午前11時と午後2時

※英語ガイド

　　第１週　土曜日　午後2時

６４名

重要文化財

（昭和36年12月28日-洋館ほか）

（昭和44年12月18日-大広間ほか）

（昭和11年3月11日-宅地ほか）

清澄庭園 昭和7年7月24日 81091.27　ｍ2
午前9時～午後5時

（入園は午後4時30分まで）

年末・年始

（12/29～翌年1/1）

一般及び中学生　→　150円

65歳以上         　→　  70円

（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）

・20名以上の団体

　一般及び中学生　→　120円

　65歳以上         　→　  50円

大人　　　　　→　 600円

65歳以上    →　 280円

・無料

・日曜日と祝日

　　午前11時と午後2時

３１名
都指定　名勝

（昭和54年3月31日：都名）

浜離宮恩賜庭園 昭和21年4月1日 250215.72　ｍ2
午前9時～午後5時

（入園は午後4時30分まで）

年末・年始

（12/29～翌年1/1）

一般及び中学生　→　300円

65歳以上         　→　150円

（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）

・20名以上の団体

　一般及び中学生　→　240円

　65歳以上         　→　120円

大人　　　　　→　1200円

65歳以上    →　 600円

・無料

・土曜日／日曜日と祝日

　　午前11時と午後2時

・英語による庭園ガイド（外国人を対象）

・土曜日／日曜日：午前11時

・ガイド端末（ユビキタスID技術）無料貸出

日本語、英語、中国語（簡体語、繁体語）、韓

国語に対応

３４名

国指定

特別名勝および特別史跡

（昭和23年12月18日）

（昭和27年3月29日：追加指定）

（昭和27年11月22日：特名、特史）

小石川後楽園 昭和13年4月3日 70847.17　ｍ2
午前9時～午後5時

（入園は午後4時30分まで）

年末・年始

（12/29～翌年1/1）

一般及び中学生　→　300円

65歳以上         　→　150円

（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）

・20名以上の団体

　一般及び中学生　→　240円

　65歳以上         　→　120円

大人　　　　　→　1200円

65歳以上    →　 600円

・無料

・土曜日／日曜日と祝日

　　午前11時と午後2時

２７名

国指定

特別名勝および特別史跡

（大正12年3月7日）

（昭和12年5月15日：追加指定、一部

解除）

（昭和27年3月29日：特名、特史）

殿ヶ谷戸庭園 昭和54年4月1日 21123.59　ｍ2
午前9時～午後5時

（入園は午後4時30分まで）

年末・年始

（12/29～翌年1/1）

一般及び中学生　→　150円

65歳以上         　→　  70円

（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）

・20名以上の団体

　一般及び中学生　→　120円

　65歳以上         　→　  50円

大人　　　　　→　 600円

65歳以上    →　 280円

・無料

・土曜日／日曜日と祝日

　　午前11時と午後2時

１６名
国指定　名勝

（平成23年9月21日：名）

六義園 昭和13年10月16日 87809.41　ｍ2
午前9時～午後5時

（入園は午後4時30分まで）

年末・年始

（12/29～翌年1/1）

一般及び中学生　→　300円

65歳以上         　→　150円

（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）

・20名以上の団体

　一般及び中学生　→　240円

　65歳以上         　→　120円

大人　　　　　→　1200円

65歳以上    →　 600円

・無料

・土曜日／日曜日と祝日

　　午前11時と午後2時

４２名

国指定　特別名勝

（昭和15年8月30日）

（昭和28年3月31日：特名）

（平成12年9月6日：追加指定）

旧古河庭園 昭和31年4月30日 30780.86　ｍ2
午前9時～午後5時

（入園は午後4時30分まで）

年末・年始

（12/29～翌年1/1）

一般及び中学生　→　150円

65歳以上         　→　  70円

（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）

・20名以上の団体

　一般及び中学生　→　120円

　65歳以上         　→　  50円

大人　　　　　→　 600円

65歳以上    →　 280円

・無料

・土曜日／日曜日と祝日

　　午前11時と午後2時

※館内見学は、午前１回、午後２回

　10：00、13：00、14：30（事前予約制）

　入館料：525円

３６名
国指定　名勝

（平成18年1月26日：名）

旧芝離宮恩賜庭園 大正13年4月20日 43175.36　ｍ2
午前9時～午後5時

（入園は午後4時30分まで）

年末・年始

（12/29～翌年1/1）

一般及び中学生　→　150円

65歳以上         　→　  70円

（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）

・20名以上の団体

　一般及び中学生　→　120円

　65歳以上         　→　  50円

大人　　　　　→　 600円

65歳以上    →　 280円

・無料

・土曜日／日曜日

　　午後2時

１５名
国指定　名勝

（昭和54年6月25日：名）

向島百花園 昭和14年7月8日 10885.88　ｍ2
午前9時～午後5時

（入園は午後4時30分まで）

年末・年始

（12/29～翌年1/1）

一般及び中学生　→　150円

65歳以上         　→　  70円

（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）

・20名以上の団体

　一般及び中学生　→　120円
　65歳以上         　→　  50円

大人　　　　　→　 600円

65歳以上    →　 280円

・無料

・土曜日／日曜日

　　午前11時と午後2時

１８名
国指定　名勝および史跡

（昭和53年10月13日：名、史）

※1：身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳持参の方と付添の方は無料 

※2：ガイドの人数は、平成２３年１１月現在のデータ 

 

表Ⅰ-1：東京都立９庭園の概要 
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資料編-Ⅱ 
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Ⅰ．東京都文化財庭園の運営・取組み 

（２）運営・取組み 

①イベント 

都立庭園では、各庭園の特徴を活かした様々なイベントが開催されている。以下に、都立

庭園の事例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②情報発信 

【旧岩崎邸庭園】 

・オリジナルＤＶＤ『日本近代建築の夜明け』（専門家による建築解説） 

・オリジナル冊子『岩崎弥太郎物語』、『岩崎久弥物語』の発売 

 

【向島百花園】 

・出版物の販売 

  百花園約 200種の草花を写真で紹介した江戸花屋敷の四季「花ごよみ」 

  百花園の歴史文化を集大成した「江戸の花屋敷-百花園学入門-」 

 

 

 

 

庭園名 イベント

各都立庭園
紅葉めぐりスタンプラリー
コンサート

旧岩崎邸庭園
展示「蘇った金唐紙の世界」（金唐紙作品）
フラワーアレンジメント・シクラメンによる装飾

清澄庭園
ライトアップ
庭園アカデミー〈連続講習会〉

浜離宮恩賜庭園
将軍の昼食を除いてみよう
（講演後、将軍の昼食を再現したお弁当を食す）

小石川後楽園
深山紅葉を楽しむ
（黄門様のお出迎え、伝統芸能、茶会など）

殿ヶ谷戸庭園
伝統芸能見学会
抹茶サービス、展示会（殿ヶ谷戸の歩み）

六義園
ライトアップ、
六義園アドベンチャー（自然や歴史に関するクイズ）

旧古河庭園 バラフェスティバル

旧芝離宮恩賜庭園
番傘・日傘貸出
小さい秋みぃつけた（菊の盆栽の展示など）

向島百花園
古典菊の展示会
秋の楽焼体験

ライトアップ(六義園ＨＰ) 

庭園アカデミー(清澄庭園ＨＰ) 

コンサート（旧岩崎邸庭園ＨＰ） 

(旧岩崎邸庭園) 

表Ⅰ-2：東京都立９庭園のイベント 

 

図Ⅰ-1：イベント状況 

 

図Ⅰ-2：オリジナル DVD 

覗いてみよう 
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哲学堂公園保存管理計画《資料編》 

 

③ガイド 

・都内９カ所の文化財庭園では、「緑と水の市民カレッジ」の講座

で、各庭園ことのガイドボランティア養成講座を開講。認定者

が、ガイドボランティアとして活動。 

・浜離宮恩賜庭園では、専用の携帯端末（ユビキタス・コミュニ

ケータ）計 50台を無料で貸出。ガイド端末は、現在地の地図や

その場所に応じた様々な情報、コース、アクセス情報やトイレ

情報、言語切替え（日本語、英語、中国語、韓国語に対応した）

など様々な情報を提供。 

 

 

 

 

 

 

 

④地域との連携・協働 

東京都公園協会は、「都立公園サポーター基金事業」を立

ち上げ、都民からの寄付を活用して、都立公園の魅力アップ

と活性化を図っている。 

 

【活用例】 

・旧岩崎邸庭園におけるミニコンサートの開催 

・殿ヶ谷戸庭園におけるシャンデリアの再現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（浜離宮恩賜庭園） 

図Ⅰ-4：ガイドボランティア養成講座 

図Ⅰ-3：ガイド端末の貸出 

図Ⅰ-5：都立公園サポーター基金事業 
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Ⅰ．東京都文化財庭園の運営・取組み 

⑤情報提供 

都立庭園における情報提供（解説板、パンフレットなど）の事例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇都立庭園の事例 

・小石川後楽園の解説板は、説明もわかりやすく、当時の写真もあるため、イメージが湧き

やすくなっている。また、下部に英語で表記している。 

・外国人を対象としたガイドツアーが開催されている。（浜離宮恩賜庭園、旧岩崎邸庭園） 

・日本語、英語、中国語、韓国語のパンフレットが用意されている。（六義園など） 

・利用者に庭園が文化財であることを認識してもらい、火気に対する注意を促している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小石川後楽園の解説板 六義園のパンフレット 浜離宮恩賜庭園の案内板 
11.11.08 2011.11.08 

図Ⅰ-6：都立庭園のサイン及びパンフレット 
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哲学堂公園保存管理計画《資料編》 

 

⑥バリアフリー化の検討 

都立庭園では、図Ⅰ-7のようにバリアフリー化を検討、实施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都立庭園の事例 

【殿ヶ谷戸庭園】 

・オフロードタイプ（段差を感じさせないタイヤ）の車いすを貸出している。 

・車いす利用ルートを掲示している。 

 

【都立庭園】 

・取り外しができる段差解消スロープを設置する。 

 

 

 

殿ヶ谷戸庭園 

出典：『東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル』 

2011.11.08 

図Ⅰ-7：都立庭園におけるバリアフリー化の検討フロー 

図Ⅰ-8：オフロードタイプの車いすの貸出 

図Ⅰ-9：取り外しができる段差解消スロープ 
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Ⅱ．哲学堂 77場の範囲における保存管理の具体的方策  

 

Ⅱ．哲学堂 77 場の範囲における保存管理の具体的方策 

哲学堂 77場の範囲における保存管理の具体的方策を、表Ⅱに整理する。 

ゾーン 景観管理の考え方 

哲学堂７７場 植物管理 その他の施設 

整備 

整備事業 

計画(案) 

現状 

変更 
整備 

整備事業 

計画(案) 

現状 

変更 
維持管理 整備 

整備事業 

計画(案) 

現状 

変更 

短

期 

中

期 

長

期 

変

更 

維

持 

短

期 

中

期 

長

期 

変

更 

維

持 

短

期 

中

期 

長

期 

変

更 

維

持 

Ａ
‐
１ 

入
口
区 

・入口としてわかりやすく修景された景観 

・明るい雰囲気をもった入口の植物管理 

・哲学堂７７場へ誘導する景観 

・エントランスからの見通しを確保 

①「常識門」の修復 〇     〇   ①植込み地の剪定、刈り込み 〇       〇 
・管理水準の高い庭園の植

栽管理 

・植込み地内の除草（外来

植物など） 

①将来的に管理事務所の

建て替えを検討 
    〇 〇   

            
②大きく成長し過ぎた樹木の

剪定、整理 
〇     〇               

時
空
岡
西
区 

・庭園の景観と修景植栽を徹底 

・建築物への景観や視線を重視 

・当時の開放感のある広場景観に修復 

・松林の疎林景観へ修復 

・周辺への眺望を確保 

（但し、望ましくない景観を遮蔽する樹木は

残す） 

①「鬼神窟」の修理 〇     〇  
 

①植込み地の剪定、刈り込み 〇       〇 ・管理水準の高い庭園の植

栽管理 

・アカマツの育成管理 

・広場及び植込み地内の除

草（外来植物など） 

①舗装の改修（時空岡） 〇    〇 〇   

②「天狗松」の復元   〇   〇   
②大きく成長し過ぎた樹木の

剪定、整理 
〇 〇 〇 〇   

②植樹まわりの縁石を撤

去 
    〇 〇   

③「百科叢」の修復 〇  〇   〇   ③枯損木の整理 〇       〇 ③ベンチの改修 〇    〇 
 

〇  

④「四聖堂」の修復 

（要検討） 
〇  〇  〇 〇   ④景観支障木の整理 〇     〇               

            ⑤アカマツの植栽 〇  〇 〇  〇               

時
空
岡
東
区 

・庭園の景観と修景植栽を徹底 

・建築物への景観や視線を重視 

・枯損木の撤去や支障木を整理し景観を改善 

・「三学亭」の築山の景観を改善 

・当時の開放感のある広場景観に修復 

・松林の疎林景観へ修復 

・周辺への眺望を確保 

（但し、望ましくない景観を遮蔽する樹木は

残す） 

①「絶対城」の修復 

（要検討） 
〇  〇  〇 〇   ①植込み地の剪定、刈り込み 〇       〇 

・管理水準の高い庭園の植

栽管理 

・アカマツの育成管理 

・広場及び植込み地内の除

草（外来植物など） 

①舗装の改修（時空岡） 〇    〇 〇   

②「観察境」の復元 

（要検討） 
〇  〇  〇 〇   

②大きく成長し過ぎた樹木の

剪定、整理（三学亭築山含） 
〇 〇 〇 〇   

②植樹まわりの縁石を撤

去 
    〇 〇   

③「宇宙館」の復元 

（要検討） 
〇  〇  〇 〇   ③枯損木の整理 〇       〇 ③ベンチの改修 〇    〇 

 
〇  

④「相対渓」の復元 〇  〇  
 

〇   ④景観支障木の整理 〇     〇               

⑤「理外門」の修復 〇 〇    〇   ⑤アカマツの植栽 〇  〇 〇  〇               

Ａ
‐
２ 

斜
面
地
区 

・斜面地の保全からも落葉広葉樹林の景観に

転換 

・中央庭園ゾーン付近は松林の景観に転換 

・明るく見通しや眺望がきく景観に改善 

①「筆塚」（基礎部）の

修復 
〇 〇    〇   

①大きく成長し過ぎた樹木の

剪定、整理 
〇 〇 〇 〇   

・遷移を進めない林床植物

管理 

・落葉広葉樹の育成管理 

・アカマツの育成管理 

①舗装の改修（通路、小広

場） 
〇     〇   

②「経験坂」の石積みの

復元 
〇     〇   ②枯損木、实生木の整理 〇       〇 ②柵の改修 〇     

 
〇  

            ③落葉広葉樹の補植   〇 〇 〇   ③しがら柵の設置 〇     
 

〇  

            ④アカマツの植栽 〇  〇 〇  〇               

三
祖
苑
区 

・斜面地の保全からも落葉広葉樹林の景観に

転換 

・「万有林」周辺は松林の景観に転換 

・明るく見通しや眺望がきく景観に改善 

①「三祖苑」の修復 〇     〇   
①大きく成長し過ぎた樹木の

剪定、整理 
〇 〇 〇 〇   

・遷移を進めない林床植物

管理 

・落葉広葉樹の育成管理 

・アカマツの育成管理 

①舗装の改修（通路、小広

場） 
〇     〇   

②「三字壇」の修復 〇     〇   ②枯損木、实生木の整理 〇       〇 
②「三祖苑」南側の土留め

設置 
〇     〇   

            ③落葉広葉樹の補植   〇 〇 〇               

            ④アカマツの植栽 〇  〇 〇  〇               

論
理
域
区 

・斜面地の保全からも林床が管理された落葉

広葉樹林の景観に転換 

・中央庭園ゾーン付近は松林の景観に転換 

・明るく見通しや眺望がきく景観に改善 

①「心理崖」の石積みの

修復 
〇     〇   

①大きく成長し過ぎた樹木の

剪定、整理 
〇 〇 〇 〇   

・遷移を進めない林床植物

管理 

・落葉広葉樹の育成管理 

・アカマツの育成管理 

①舗装の改修（通路、小広

場） 
〇      〇    

            ②枯損木、实生木の整理 〇       〇 ②柵の改修 〇        〇  

            ③林床の整理 〇     〇               

            ④アカマツの植栽 〇  〇 〇  〇               

表Ⅱ：哲学堂 77場の範囲における保存管理の具体的方策（1/2） 

※整備事業計画(案)については、中野区の財政状況や新たな資料の発見などにより、適宜に再検討を行うものとする。 
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Ⅱ．哲学堂 77場の範囲における保存管理の具体的方策  

 

表Ⅱ：哲学堂 77場の範囲における保存管理の具体的方策（2/2） 

ゾーン 景観管理の考え方 

哲学堂７７場 植物管理 その他の施設 

整備 

整備事業 

計画(案) 

現状 

変更 
整備 

整備事業 

計画(案) 

現状 

変更 
維持管理 整備 

整備事業 

計画(案) 

現状 

変更 

短

期 

中

期 

長

期 

変

更 

維

持 

短

期 

中

期 

長

期 

変

更 

維

持 

短

期 

中

期 

長

期 

変

更 

維

持 

Ａ
‐
３ 

唯
物
園
区 

・庭園の景観と修景植栽を徹底 

・明るい雰囲気をもった園地景観を復活 

・広く妙正寺川を眺められる景観に改善 

①「実観廬」の屋根の修

復 
〇  〇   〇   

①大きく成長し過ぎた樹木の

剪定、整理 
〇     〇   

・管理水準の高い庭園の植

栽管理 

・斜面沿いの林床植物の育

成管理 

・広場及び植植込み地内の

除草（外来植物など） 

・实生木の整理 

・石積み上部の实生木の整

理 

①舗装、縁石の改修   〇   〇   

②「博物隄」の修復（斜

面の安定） 
〇  〇   〇   ②枯損木、实生木の整理 〇       〇 ②ベンチの改修 〇 〇    

 
〇  

③「神秘洞」の修復 〇     〇   ③景観支障木の整理 〇     〇   
③妙正寺川沿いの擬木柵

の改修 
〇     

 
〇  

④「狸燈」の修復 〇  〇   〇   ④弱った樹木の樹勢回復 〇     〇               

⑤「造化燗」の石積みの

修復 
〇     〇   

⑤妙正寺川脇の植込み地の实

生木（ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ、ｼﾗｶｼ、ﾋｻ

ｶｷ等）の整理 

〇     〇               

      ⑥流れ沿いの地被植物の植栽 〇     〇               

            ⑦石積み上部の樹木の整理 〇  
 

  〇               

唯
心
庭
区 

・庭園の景観と修景植栽を徹底 

・明るい雰囲気をもった園地景観を復活 

・広く妙正寺川を眺められる景観に改善 

・「心字池」周辺は明るい修景池の景観に改

善 

①「主観亭」の屋根の修

復 
〇  〇   〇   

①大きく成長し過ぎた樹木の

剪定、整理 
〇     〇   

・管理水準の高い庭園の植

栽管理 

・斜面沿いの林床植物の育

成管理 

・広場及び植込み地内の除

草（外来植物など） 

・石積み上部の实生木の整

理 

・張芝の育成管理 

①舗装、縁石の改修   〇   〇   

②「心字池」、「概念橋」

の復元 
〇  〇   〇   ②枯損木、实生木の整理 〇       〇 ②ベンチの改修 〇 〇    

 
〇  

③「鬼燈」の修復 〇  〇   〇   ③景観支障木の整理 〇     〇   
③妙正寺川沿いの擬木柵

の改修 
〇     

 
〇  

④「独断峡」の石積みの

修復 
〇  

 
  〇   

④妙正寺川脇の植込み地の实

生木（ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ、ｼﾗｶｼ、ﾋｻ

ｶｷ等）の整理 

〇     〇               

            
⑤「心字池」周辺の樹木の整

理 
  〇   〇               

            
⑥「心字池」周辺の修景低木

と地被植物の植栽 
  〇   〇               

            ⑦石積み上部の樹木の整理 〇  
 

  〇               

Ｂ
‐
１ 

・作庭意図と調和した景観に改善 ①「観象梁」の色の変更 〇  〇   〇   

― 

     
・植栽樹木及び張芝の育成

管理 
―      

※ 変更：現状変更が伴う項目 

維持：維持管理項目 

※ 短期：短期計画（概ね平成 24度から 5年以内） 

中期：中期計画（6年～10年） 

長期：長期計画（11年以上） 

※整備事業計画(案)については、中野区の財政状況や新たな資料の発見などにより、適宜に再検討を行うものとする。 
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Ⅲ．事業スケジュール（案） 

 
Ⅲ．事業スケジュール（案） 

事業スケジュール（案）を表Ⅲに整理する。ただし、中野区の財政状況や新たな資料の発見などにより、適宜に再検討を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅲ：事業スケジュール（案） 

 

植栽

植栽

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ代替措置等含む

調査・検討 設計 工事

調査・検討 設計 工事

土留の整備

調査・検討

安全のための

施設など
（斜面地の保全

対策などを含
む）

設計 工事

基本・実施設計 工事

唯物園・唯心庭の舗装の再整備

設計 工事

工事

石積などの修復

管理棟の改築

サービス施設
など

園路・広場
など

（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ）園路舗装の補修・再整備

防火・防犯設備

安全柵の再整備

サイン（案内、解説）などの再整備
その他サービス施設の改修、整備

基本・実施設計

園路舗装の再整備

一部補修 設計

時空岡の修復（舗装の再整備）

調査・検討 区民との調整 既存樹根回し 移植・植栽

天狗松の復元

調査・検討 伐採区民との調整

伐採・植栽

育成・管理

工事

工事

調査・検討 基本設計 実施設計 工事

百科叢の復元

工事

基本設計 実施設計

相対渓の修復

調査・検討 設計 工事

四聖堂、絶対城、宇宙館の修復

育成・管理

育成・管理 育成・管理

植栽

育成・管理

建築物

植　物

哲

学
堂
77

場

神秘洞の修復

唯物園・唯心庭の修復・復元

調査・検討

破損した建築物の修復

調査・検討

備考

石造物

など

平成32年度

短期計画 中期計画

平成24年度

基本設計 実施設計

基本設計 実施設計

内容 平成34年度以降平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

長期計画整備事項

平成25年度 平成26年度

三祖苑の修復

具体的作業

樹　木

枯損木や支障木の伐採、抜根

アカマツの植栽

平成33年度

調査・検討 基本設計 実施設計

観察境（絶対城展望台）の復元

常識門・霊明閣の補修

落葉広葉樹の植栽

万有林の復元

補修工事

工事

調査・検討 工事（絶対城の修復に合わせて実施）

基本・実施設計 工事調査・検討

調査・検討 工事

工事

主に斜面地の園路

育成・管理

基本・実施設計一部補修

工事

調査・検討

調査・検討 基本・実施設計 工事

工事（屋外） 工事(建築物)

工事

区民との調整

主に哲学堂77場以外の園路
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Ⅳ．参考文献 

Ⅳ．参考文献 

表Ⅳ：参考文献 

 

 

 

No 名称 年号 著・作者名 発行元

1 哲学堂 1941年 井上玄一 財団法人哲学堂事務所

2 哲学堂公園概説追録 1962年12月 井上玄一 井上玄一

3 哲学堂案内 1968年10月 井上玄一 哲学堂宣揚会

4 哲学堂公園 1980年 前島康彦 郷学舎

5 哲学堂公園内古建築物調査報告書 1984年 中野区教育委員会 中野区

6 哲学堂公園内古建築物調査報告書 1987年 中野区教育委員会 中野区

7 哲学堂公園内石造物及び聯・扁額類調査報告書 1987年 中野区教育委員会 中野区

8 井上円了選集（第1巻-第25巻） 1987年-2010年 東洋大学 東洋大学

9 哲学堂公園ﾙﾈｯｻﾝｽ構想 1988年3月 建設部公園緑地課 中野区

10 中野区立哲学堂公園整備計画 1989年12月 中野区 中野区

11 区立哲学堂公園現況測量委託　樹木調書 1989年
中野区建設部公園緑地課公園設
計係 中野区

12 中野区立哲学堂公園時代考証に関する調査報告書 1989年
中野区公園緑地課(財)東京都公
園協会 中野区

13 中野区立哲学堂公園 1991年 東京都公園協会 東京都公園協会

14 東京都指定文化財説明書 1992年 東京都教育庁生涯学習部文化課
東京都教育庁生涯学習部文
化課

15 中野区立哲学堂公園の管理運営に関する報告書 1992年10月
中野区哲学堂公園管理運営委員
会

中野区哲学堂公園管理運営
委員会

16 哲学堂公園　ルネッサンス整備記念 1993年4月 中野区建設部公園緑地課 中野区建設部公園緑地課

17 重要文化財（建造物）保存活用標準計画の作成要領 1999年3月
重要文化財建造物の総合防災対
策検討会

文化庁

18 名勝の指定と管理運営 2001年3月 井出久登 東京都教育委員会

19
井上円了と哲学堂公園100年
（井上円了センター年報　第11号）

2002年7月 三浦節夫 東洋大学

20 史跡等整備のてびき-保存と活用のために-　Ⅱ計画編 2005年6月 文化庁文化財部記念物課 同成社

21 日本庭園学会誌　16　（資料） 2007年 日本庭園学会 日本庭園学会

22 哲学堂公園内建築物破損部分調査報告 2008年 中野区 中野区

23 「重要文化財建造物の総合防災対策検討会」資料 2008年7月
重要文化財建造物の総合防災対
策検討会

内閣府

24 東京都文化財指定等説明書 2009年2月 東京都教育委員会 東京都教育委員会

25
重要文化財建造物及びその周辺地域の総合防災対策の
あり方

2009年4月
重要文化財建造物の総合防災対
策検討会

内閣府

26
重要文化財建造物等に対応した防火対策のあり方に関
する検討会報告書

2011年3月
重要文化財建造物等に対応した防

火対策のあり方に関する検討会
総務省消防庁

27 民俗文化財（建造物）の防火・防犯対策チェックリスト 不明 文化庁 文化庁

28 文化財庭園工作物標準図集 不明
東京都公園協会公園事業部文化
財庭園課庭園維持係 東京都

29 哲学堂関係資料　関係図面＆パンフレット　写真　他 不明 不明 不明
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Ⅴ．東京都文化財保護条例および施行規則 

Ⅴ．東京都文化財保護条例および施行規則 

（１）東京都文化財保護条例 

 

昭和五一年三月三一日 

最終改正 平成 18年３月 31 日都条例第 40号 

 

東京都文化財保護条例（昭和三十年東京都条例

第十八号）の全部を改正する。 

目次 

第一章 総則（第一条―第三条） 

第二章 都指定有形文化財（第四条―第十九条） 

第三章 都指定無形文化財（第二十条―第二十

五条） 

第四章 都指定有形民俗文化財・都指定無形民

俗文化財（第二十六条―第三十二条） 

第五章 都指定史跡旧跡名勝天然記念物（第三

十三条―第三十六条） 

第六章 都選定保存技術（第三十七条―第四十

一条） 

第七章 埋蔵文化財（第四十二条―第四十六条） 

第八章 東京都文化財保護審議会（第四十七条

―第五十六条） 

第九章 区市町村教育委員会（第五十七条・第

五十八条） 

第十章 雑則（第五十九条―第六十一条） 

第十一章 罰則（第六十二条―第六十五条） 

附則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、文化財保護法（昭和二十

五年法律第二百十四号。以下「法」という。）

第百八十二条第二項の規定に基づき、法の規

定による指定を受けた文化財以外の文化財

で東京都（以下「都」という。）の区域内に

存するもののうち、都にとつて重要なものに

ついて、その保存及び活用のため必要な措置

を講じ、もつて都民の文化的向上に資すると

ともに、我が国文化の進歩に貢献することを

目的とする。 

一部改正〔平成 17年都条例 39号〕 

（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、民族技術及びこれらに

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、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
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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。） 

一部改正〔平成 18年都条例 40号〕 

（都等の責務） 

第三条 都並びに特別区及び市町村は、文化財

が我が国の歴史、文化等の正しい理解のため

欠くことのできないものであり、かつ、将来

の文化の向上発展の基礎をなすものである

ことを認識し、その保存と活用が適切に行わ

れるよう努めなければならない。 

２ 都民は、都がこの条例の目的を達成するた

めに行う措置に誠实に協力しなければならな

い。 

３ 文化財の所有者その他の関係者は、文化財

が貴重な国民的財産であることを自覚し、こ

れを公共のために大切に保存するとともに、

できるだけこれを公開する等その文化的活用

に努めなければならない。 

４ 東京都教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）は、この条例の執行に当たつては、

関係者の所有権その他の財産権を尊重すると

ともに、文化財の保護と他の公益との調整に

留意しなければならない。 

 

第二章 都指定有形文化財 

（指定） 

第四条 教育委員会は、都の区域内に存する有

形文化財（法第二十七条第一項の規定により

重要文化財に指定されたものを除く。以下同

じ。）のうち、都にとつて重要なものを東京

都指定有形文化財（以下「都指定有形文化財」

という。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による指定をするには、教育委

員会は、あらかじめ指定しようとする有形文

化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意

を得なければならない。ただし、所有者又は

権原に基づく占有者の判明しない場合は、こ

の限りでない。 

３ 第一項の規定による指定は、その旨を東京

都公報（以下「都公報」という。）で告示す

るとともに、当該有形文化財の所有者及び権

原に基づく占有者に通知してする。 

４ 第一項の規定による指定は、前項の規定に

よる都公報の告示があつた日からその効力を

生ずる。 

５ 第一項の規定による指定をしたときは、教

育委員会は、当該都指定有形文化財の所有者

に指定書を交付しなければならない。 

（解除） 

第五条 都指定有形文化財が都指定有形文化

財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 前項の規定による解除には、前条第三項及

び第四項の規定を準用する。 

３ 都指定有形文化財について法第二十七条第

一項の規定による重要文化財の指定があつた

ときは、当該都指定有形文化財の指定は、解

除されたものとする。 

４ 前項の場合には、教育委員会は、その旨を

都公報で告示するとともに、当該都指定有形

文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通

知しなければならない。 

５ 第二項で準用する前条第三項の規定による

都指定有形文化財の指定の解除の通知を受け

たとき、及び前項の規定による通知を受けた

ときは、所有者は、速やかに都指定有形文化

財の指定書を教育委員会に返付しなければな

らない。 

（所有者の管理義務及び管理責任者） 

第六条 都指定有形文化財の所有者は、この条

例並びにこの条例に基づいて定める東京都

教育委員会規則（以下「教育委員会規則」と

いう。）及びこの条例に基づいてする教育委

員会の指示に従い、都指定有形文化財を管理

しなければならない。 
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２ 都指定有形文化財の所有者は、特別の事由

があるときは、専ら自己に代わり当該都指定

有形文化財の管理の責に任ずべき者（以下「管

理責任者」という。）を選任することができ

る。 

３ 前項の規定により管理責任者を選任したと

きは、所有者は、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。管理責任者を

解任した場合も同様とする。 

４ 管理責任者には、第一項の規定を準用する。 

（所有者の変更等） 

第七条 都指定有形文化財の所有者が変更し

たときは、新所有者は、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。 

２ 都指定有形文化財の所有者又は管理責任者

は、その氏名若しくは名称又は住所を変更し

たときは、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。 

（滅失、き損等） 

第八条 都指定有形文化財の全部又は一部が

滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、

若しくは盗み取られたときは、所有者（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。 

（所在の変更） 

第九条 都指定有形文化財の所在の場所を変

更しようとするときは、所有者（管理責任者

がある場合は、その者）は、あらかじめその

旨を教育委員会に届け出なければならない。

ただし、教育委員会規則で定める場合には、

届出を要せず、又は所在の場所を変更した後

届け出ることをもつて足りる。 

（管理又は修理の補助） 

第十条 都指定有形文化財の管理又は修理に

つき多額の経費を要し、所有者がその負担に

堪えない場合その他特別の事情がある場合

には、都は、その経費の一部に充てさせるた

め、当該所有者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 前項の補助金を交付する場合には、教育委

員会は、その補助の条件として管理又は修理

に関し必要な事項を指示するとともに、必要

があると認めるときは、当該管理又は修理に

ついて指揮監督することができる。 

（補助金の返還等） 

第十一条 前条第一項の規定による補助金の

交付を受ける所有者が次の各号の一に該当

するに至つたときは、都は、当該補助金の全

部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者

に対し既に交付された補助金の全部若しく

は一部の返還を命ずることができる。 

一 管理又は修理に関し法令に違反したとき。 

二 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補

助金を使用したとき。 

三 前条第二項の補助の条件に従わなかつたと

き。 

（管理又は修理に関する勧告） 

第十二条 都指定有形文化財の管理が適当で

ないため当該都指定有形文化財が滅失し、き

損し、又は盗み取られるおそれがあると認め

られるときは、教育委員会は、所有者又は管

理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設

の設置その他管理に関し必要な措置を勧告

することができる。 

２ 都指定有形文化財がき損している場合にお

いて、その保存のため必要があると認めると

きは、教育委員会は、所有者に対しその修理

について必要な勧告をすることができる。 

３ 前二項の規定による勧告に基づいてする措

置又は修理のために要する費用は、予算の範

囲内でその全部又は一部を都の負担とするこ

とができる。 

４ 前項の規定により都が費用の全部又は一部

を負担する場合には、第十条第二項及び前条

の規定を準用する。 

（有償譲渡の場合の納付金） 
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第十三条 都が修理又は管理に関し必要な措

置（以下この条において「修理等」という。）

につき第十条第一項の規定により補助金を

交付し、又は前条第三項の規定により費用を

負担した都指定有形文化財のその当時にお

ける所有者又はその相続人、受遺者若しくは

受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が

行われた後当該都指定有形文化財を有償で

譲り渡した場合においては、当該補助金又は

負担金の額の合計額から当該修理等が行わ

れた後当該都指定有形文化財の修理等のた

め自己の費した金額を控除して得た金額を

都に納付しなければならない。 

２ 前項に規定する「補助金又は負担金の額」

とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費

用負担に係る修理等を施した都指定有形文化

財につき教育委員会が定める耐用年数で除し

て得た金額に、更に当該耐用年数から修理等

を行つた時以後当該都指定有形文化財の譲渡

の時までの年数を控除した残余の年数（一年

に満たない部分があるときは、これを切り捨

てる。）を乗じて得た金額に相当する金額と

する。 

３ 補助又は費用負担に係る修理等が行われた

後、当該都指定有形文化財を都に譲り渡した

場合その他特別の事情がある場合には、都は、

第一項の規定により納付すべき金額の全部又

は一部の納付を免除することができる。 

（現状変更等の制限） 

第十四条 都指定有形文化財に関しその現状

を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為

をしようとするときは、教育委員会の許可を

受けなければならない。ただし、現状の変更

については維持の措置又は非常災害のため

に必要な応急措置を執る場合、保存に影響を

及ぼす行為については影響の軽微である場

合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲

は、教育委員会規則で定める。 

３ 教育委員会は、第一項の許可を与える場合

において、その許可の条件として同項の現状

の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必

要な指示をすることができる。 

４ 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条

件に従わなかつたときは、教育委員会は、許

可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及

ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消す

ことができる。 

５ 第一項の許可を受けることができなかつた

ことにより、又は第三項の許可の条件を付せ

られたことによつて損失を受けた者に対して

は、都は、その通常生ずべき損失を補償する。 

（修理の届出等） 

第十五条 都指定有形文化財を修理しようと

するときは、所有者は、あらかじめその旨を

教育委員会に届け出なければならない。ただ

し、第十条第一項の規定による補助金の交付、

第十二条第二項の規定による勧告又は前条

第一項の規定による許可を受けて修理を行

う場合は、この限りでない。 

２ 都指定有形文化財の保護上必要があると認

めるときは、教育委員会は、前項の届出に係

る修理に関し技術的な指導及び助言をするこ

とができる。 

（公開） 

第十六条 教育委員会は、都指定有形文化財の

所有者に対し、六箇月以内の期間を限つて、

教育委員会の行う公開の用に供するため当

該都指定有形文化財を出品することを勧告

することができる。 

２ 教育委員会は、都指定有形文化財の所有者

に対し、三箇月以内の期間を限つて、当該都

指定有形文化財の公開を勧告することができ

る。 

３ 第一項の規定による出品のために要する費

用は、都の負担とし、前項の規定による公開

のために要する費用は、予算の範囲内でその

全部又は一部を都の負担とすることができる。 
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４ 都は、第一項の規定により出品した所有者

に対し、謝礼金を支給することができる。 

５ 教育委員会は、第一項の規定により都指定

有形文化財が出品されたときは、その職員の

うちから当該都指定有形文化財の管理の責に

任ずべき者を定めなければならない。 

６ 教育委員会は、第二項の規定による公開及

び当該公開に係る都指定有形文化財の管理に

関し必要な指示をするとともに、必要がある

と認めるときは、当該管理について指揮監督

することができる。 

７ 第一項又は第二項の規定により出品し、又

は公開したことに起因して当該都指定有形文

化財が滅失し、又はき損したときは、都は、

所有者に対しその通常生ずべき損失を補償す

る。ただし、所有者の責に帰すべき事由によ

つて滅失し、又はき損した場合は、この限り

でない。 

第十七条 前条第二項の規定による公開の場

合を除き、都指定有形文化財の所在の場所を

変更してこれを公衆の観覧に供するため第

九条の規定による届出があつた場合には、前

条第六項の規定を準用する。 

（調査） 

第十八条 教育委員会は、必要があると認める

ときは、都指定有形文化財の所有者又は管理

責任者に対し、当該都指定有形文化財の現状

又は管理若しくは修理の状況につき報告を

求めることができる。 

（所有者変更に伴う権利義務の承継） 

第十九条 都指定有形文化財の所有者が変更

したときは、新所有者は、当該都指定有形文

化財に関しこの条例に基づいてする教育委

員会の勧告、指示その他の処分による旧所有

者の権利義務を承継する。 

２ 前項の場合には、旧所有者は、当該都指定

有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新

所有者に引き渡さなければならない。 

 

第三章 都指定無形文化財 

（指定） 

第二十条 教育委員会は、都の区域内に存する

無形文化財（法第七十一条第一項の規定によ

り重要無形文化財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

無形文化財（以下「都指定無形文化財」とい

う。）に指定することができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定による指定をす

るに当たつては、当該都指定無形文化財の保

持者又は保持団体（無形文化財を保持する者

が主たる構成員となつている団体で代表者の

定めのあるものをいう。以下同じ。）を認定

しなければならない。 

３ 第一項の規定による指定は、その旨を都公

報で告示するとともに、当該都指定無形文化

財の保持者又は保持団体として認定しようと

するもの（保持団体にあつては、その代表者）

に通知してする。 

４ 教育委員会は、第一項の規定による指定を

した後においても、当該都指定無形文化財の

保持者又は保持団体として認定するに足りる

ものがあると認めるときは、そのものを保持

者又は保持団体として追加認定することがで

きる。 

５ 前項の規定による追加認定には、第三項の

規定を準用する。 

一部改正〔平成 17年都条例 39号〕 

（解除） 

第二十一条 都指定無形文化財が都指定無形

文化財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 保持者が心身の故障のため保持者として適

当でなくなつたと認められる場合、保持団体

がその構成員の異動のため保持団体として適

当でなくなつたと認められる場合その他特殊

の事由があるときは、教育委員会は、その認

定を解除することができる。 
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３ 第一項の規定による指定の解除又は前項の

規定による認定の解除は、その旨を都公報で

告示するとともに、当該都指定無形文化財の

保持者又は保持団体の代表者に通知してする。 

４ 都指定無形文化財について法第七十一条第

一項の規定による重要無形文化財の指定があ

つたときは、当該都指定無形文化財の指定は、

解除されたものとする。 

５ 前項の場合には、教育委員会は、その旨を

都公報で告示するとともに、当該都指定無形

文化財の保持者として認定されていた者又は

保持団体として認定されていた団体の代表者

に通知しなければならない。 

６ 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解

散したとき（消滅したときを含む。以下この

条及び次条において同じ。）は、当該保持者

又は保持団体の認定は解除されたものとし、

保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団

体のすべてが解散したときは、都指定無形文

化財の指定は、解除されたものとする。この

場合、教育委員会は、その旨を都公報で告示

しなければならない。 

一部改正〔平成 17年都条例 39号〕 

（保持者の氏名変更等） 

第二十二条 保持者が氏名若しくは住所を変

更し、又は死亡したときその他教育委員会規

則の定める事由があるときは、保持者又はそ

の相続人は、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。保持団体が名称、

事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構

成員に異動を生じ、又は解散したときも、代

表者（保持団体が解散した場合にあつては、

代表者であつた者）について、同様とする。 

（保存） 

第二十三条 教育委員会は、都指定無形文化財

の保存のため必要があると認めるときは、都

指定無形文化財について自ら記録の作成、伝

承者の養成その他その保持のため適当な措

置を執ることができるものとし、都は保持者

又は保持団体その他その保存に当たること

を適当と認める者に対し、その保存に要する

経費の一部を予算の範囲内で補助すること

ができる。 

２ 前項の規定により補助金を交付する場合に

は、第十条第二項及び第十一条の規定を準用

する。 

（公開） 

第二十四条 教育委員会は、都指定無形文化財

の保持者又は保持団体に対し都指定無形文

化財の公開を、都指定無形文化財の記録の所

有者に対しその記録の公開を勧告すること

ができる。 

２ 前項の規定による都指定無形文化財の公開

には、第十六条第三項及び第六項の規定を準

用する。 

３ 都は、第一項の規定による都指定無形文化

財の記録の公開に要する費用の一部を予算の

範囲内で負担することができる。 

４ 前項の規定により都が費用の一部を負担す

る場合には、第十条第二項及び第十一条の規

定を準用する。 

（保存に関する助言等） 

第二十五条 教育委員会は、都指定無形文化財

の保持者又は保持団体その他その保存に当

たることを適当と認める者に対し、その保存

のため必要な助言又は勧告をすることがで

きる。 

 

第四章 都指定有形民俗文化財・都指定無形民

俗文化財 

（指定） 

第二十六条 教育委員会は、都の区域内に存す

る有形の民俗文化財（法第七十八条第一項の

規定により重要有形民俗文化財に指定され

たものを除く。）のうち、都にとつて重要な

ものを東京都指定有形民俗文化財（以下「都

指定有形民俗文化財」という。）に、無形の

民俗文化財（同項の規定により重要無形民俗
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文化財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無形民

俗文化財（以下「都指定無形民俗文化財」と

いう。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による都指定有形民俗文化財の

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。 

３ 第一項の規定による都指定無形民俗文化財

の指定は、その旨を都公報で告示してする。 

４ 第一項の規定により都指定無形民俗文化財

を指定した場合に、当該都指定無形民俗文化

財の保存に当たつている者又は団体（代表者

の定めのあるものに限る。以下次条において

同じ。）があるときは、その者又はその団体

の代表者に指定の通知をするものとする。 

一部改正〔平成 17年都条例 39号〕 

（解除） 

第二十七条 都指定有形民俗文化財又は都指

定無形民俗文化財が都指定有形民俗文化財

又は都指定無形民俗文化財としての価値を

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 前項の規定による都指定有形民俗文化財の

指定の解除には、第五条第二項及び第五項の

規定を準用する。 

３ 第一項の規定による都指定無形民俗文化財

の指定の解除は、その旨を都公報で告示して

する。 

４ 都指定有形民俗文化財又は都指定無形民俗

文化財について、法第七十八条第一項の規定

による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗

文化財の指定があつたときは、当該都指定有

形民俗文化財又は当該都指定無形民俗文化財

の指定は、解除されたものとする。 

５ 前項の場合の都指定有形民俗文化財の指定

の解除には第五条第四項及び第五項の規定を

準用する。 

６ 第四項の場合の都指定無形民俗文化財の指

定の解除については、教育委員会は、その旨

を都公報で告示しなければならない。 

７ 第一項の規定により都指定無形民俗文化財

の指定を解除した場合又は第四項の規定によ

り都指定無形民俗文化財の指定が解除された

場合に、当該都指定無形民俗文化財の保存に

当たつている者又は団体があるときは、その

者又はその団体の代表者に指定の解除を通知

するものとする。 

一部改正〔平成 17年都条例 39号〕 

（都指定有形民俗文化財の保護） 

第二十八条 都指定有形民俗文化財に関しそ

の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼ

す行為をしようとする者は、あらかじめその

旨を教育委員会に届け出なければならない。 

２ 都指定有形民俗文化財の保護上必要がある

と認めるときは、教育委員会は、前項の届出

に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為

に関し必要な指示をすることができる。 

（都指定有形民俗文化財に関する準用規定） 

第二十九条 第六条から第十三条まで及び第

十六条から第十九条までの規定は、都指定有

形民俗文化財について準用する。 

（都指定無形民俗文化財の保存） 

第三十条 教育委員会は、都指定無形民俗文化

財の保存のため必要があると認めるときは、

都指定無形民俗文化財について自ら記録の

作成その他その保存のため適当な措置を執

ることができるものとし、都は、その保存に

当たることを適当と認める者に対し、その保

持に要する経費の一部を予算の範囲内で補

助することができる。 

２ 前項の規定により補助金を交付する場合に

は、第十条第二項及び第十一条の規定を準用

する。 

（都指定無形民俗文化財の記録の公開） 
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第三十一条 教育委員会は、都指定無形民俗文

化財の記録の所有者に対し、その記録の公開

を勧告することができる。 

２ 前項の規定による公開には、第二十四条第

三項及び第四項の規定を準用する。 

（都指定無形民俗文化財の保存に関する助言又

は勧告） 

第三十二条 教育委員会は、都指定無形民俗文

化財の保存に当たることを適当と認める者

に対し、その保存のため必要な助言又は勧告

をすることができる。 

 

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。 

一部改正〔平成 17年都条例 39号〕 

（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。 

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。 

一部改正〔平成 17年都条例 39号〕 

（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。 

（準用規定） 

第三十六条 第六条から第八条まで、第十条か

ら第十五条まで、第十八条及び第十九条の規

定は、都指定史跡旧跡名勝天然記念物につい

て準用する。 

 

第六章 都選定保存技術 

（選定等） 

第三十七条 教育委員会は、都の区域内に存す

る伝統的な技術又は技能で文化財の保存の

ため欠くことのできないもの（法第百四十七

条第一項の規定により、選定保存技術に選定

されたものを除く。）のうち、都として保存

の措置を講ずる必要があるものを東京都選

定保存技術（以下「都選定保存技術」という。）

として選定することができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定による選定をす

るに当たつては、都選定保存技術の保持者又

は保存団体（都選定保存技術を保存すること

を主たる目的とする団体（財団を含む。）で

代表者又は管理人の定めのあるものをいう。

以下同じ。）を認定しなければならない。 

３ 一の都選定保存技術についての前項の認定

は、保持者と保存団体とを併せてすることが

できる。 



 

107 

Ⅴ．東京都文化財保護条例および施行規則 

４ 第一項の規定による選定及び前二項の規定

による認定には、第二十条第三項から第五項

までの規定を準用する。 

一部改正〔平成 17年都条例 39号〕 

（解除） 

第三十八条 教育委員会は、都選定保存技術に

ついて保存の措置を講ずる必要がなくなつ

た場合その他特殊の事由があるときは、その

選定を解除することができる。 

２ 教育委員会は、保持者が心身の故障のため

保持者として適当でなくなつたと認められる

場合、保存団体が保存団体として適当でなく

なつたと認められる場合その他特殊の事由が

あるときは、保持者又は保存団体の認定を解

除することができる。 

３ 第一項の規定による選定の解除又は前項の

規定による認定の解除には、第二十一条第三

項の規定を準用する。 

４ 都選定保存技術について法第百四十七条第

一項の規定による選定保存技術の選定があつ

たときは、当該都選定保存技術の選定は、解

除されたものとする。 

５ 前項の場合には、第二十一条第五項の規定

を準用する。 

６ 前条第二項の認定が保持者のみについてな

された場合にあつてはそのすべてが死亡した

とき、同項の認定が保存団体のみについてな

された場合にあつてはそのすべてが解散した

とき（消滅したときを含む。以下この項にお

いて同じ。）、同項の認定が保持者と保存団

体とを併せてなされた場合にあつては保持者

のすべてが死亡しかつ保存団体のすべてが解

散したときは、都選定保存技術の選定は、解

除されたものとする。この場合には、教育委

員会は、その旨を都公報で告示しなければな

らない。 

一部改正〔平成 17年都条例 39号〕 

（保持者の氏名変更等） 

第三十九条 保持者及び保存団体には第二十

二条の規定を準用する。この場合において、

同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者

又は管理人」と読み替えるものとする。 

（保存） 

第四十条 教育委員会は、都選定保存技術の保

存のため必要があると認めるときは、都選定

保存技術について自ら記録の作成、伝承者の

養成その他その保存のため適当な措置を執

ることができるものとし、都は、保持者又は

保存団体その他その保存に当たることを適

当と認める者に対し、その保存に要する経費

の一部を予算の範囲内で補助することがで

きる。 

２ 前項の規定により補助金を交付する場合に

は、第十条第二項及び第十一条の規定を準用

する。 

（保存に関する指導又は助言） 

第四十一条 教育委員会は、都選定保存技術の

保持者又は保存団体その他その保存に当た

ることを適当と認める者に対し、その保存の

ため必要な指導又は助言をすることができ

る。 

 

第七章 埋蔵文化財 

追加〔平成 11年都条例 122 号〕 

（教育委員会が処理する事務） 

第四十二条 法第百八十四条第一項第六号の

規定により教育委員会が行う土地に埋蔵さ

れている文化財（以下「埋蔵文化財」という。）、

埋蔵文化財を包蔵する土地として周知され

ている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」

という。）及び遺跡の発見に係る事務に関し

必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

追加〔平成 11年都条例 122 号〕、一部改正

〔平成 17年都条例 39号〕 

（文化財の所有権の帰属） 

第四十三条 法第百五条第一項の規定により

都にその所有権が帰属した文化財は、法第百
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七条第一項の規定により当該文化財の発見

者又はその発見された土地の所有者に譲与

する場合を除き、当該文化財が発見された土

地を管轄する特別区又は市町村（以下「区市

町村」という。）にその所有権を帰属させる

ことができる。 

追加〔平成 11年都条例 122 号〕、一部改正

〔平成 17年都条例 39号〕 

（文化財の報償金等） 

第四十四条 法第百五条第一項及び第三項の

規定により教育委員会が行う報償金等に係

る事務に関し必要な事項は、教育委員会規則

で定める。 

追加〔平成 11年都条例 122 号〕、一部改正

〔平成 17年都条例 39号〕 

（文化財の譲与等） 

第四十五条 法第百五条第一項の規定により

都にその所有権が帰属した文化財（法第百七

条第一項の規定により譲与した場合又は第

四十三条の規定により区市町村の帰属とし

た場合を除く。）について、教育委員会は、

当該文化財の発見された土地を管轄する区

市町村その他教育委員会が適当と認める団

体に対し、その申請に基づき、当該文化財を

譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡する

ことができる。 

追加〔平成 11年都条例 122 号〕、一部改正

〔平成 17年都条例 39号〕 

（周知の埋蔵文化財包蔵地） 

第四十六条 教育委員会は、埋蔵文化財を包蔵

すると認められる土地について、周知の埋蔵

文化財包蔵地と認めることができる。 

２ 前項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に

係る事務に関し必要な事項は、教育委員会規

則で定める。 

追加〔平成 11年都条例 122号〕 

第八章 東京都文化財保護審議会 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

（設置） 

第四十七条 法第百九十条の規定に基づき、教

育委員会に、東京都文化財保護審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号・17年

39号〕 

（所掌事務） 

第四十八条 審議会は、教育委員会の諮問に応

じて、文化財の保存及び活用に関する重要事

項を調査審議し、並びにこれらの事項につい

て教育委員会に建議する。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

（審議会への諮問） 

第四十九条 教育委員会は、次に掲げる事項に

ついては、あらかじめ審議会に諮問しなけれ

ばならない。 

一 都指定有形文化財の指定及びその指定の解

除 

二 都指定無形文化財の指定及びその指定の解

除 

三 都指定無形文化財の保持者又は保持団体の

認定及びその認定の解除 

四 都指定有形民俗文化財又は都指定無形民俗

文化財の指定及びその指定の解除 

五 都指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定及び

その指定の解除 

六 都選定保存技術の選定及びその選定の解除 

七 都選定保存技術の保持者又は保存団体の認

定及びその認定の解除 

八 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が

必要と認める事項 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

（組織） 

第五十条 審議会は、委員二十人以内で組織す

る。 

２ 特別の事項を調査審議するため必要がある

ときは、審議会に臨時委員を置くことができ

る。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

（委員の選任） 



 

109 

Ⅴ．東京都文化財保護条例および施行規則 

第五十一条 委員及び臨時委員は、文化財に関

し広くかつ高い識見を有する者のうちから

教育委員会が委嘱する。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

（委員の任期） 

第五十二条 委員の任期は、二年とし、再任を

妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が

終わつたとき退任するものとする。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

（会長及び副会長） 

第五十三条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 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。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

（招集） 

第五十四条 審議会は、会長が招集する。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

（議事） 

第五十五条 審議会は、委員の過半数が出席し

なければ会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数を

もつて決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

（部会） 

第五十六条 審議会に専門的事項を調査研究

するため部会を置くことができる。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

 

第九章 区市町村教育委員会 

追加〔平成 11年都条例 122号） 

（区市町村教育委員会が処理する事務） 

第五十七条 地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）

第五十五条第一項の規定に基づき、教育委員

会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事

務を区市町村（第二号に掲げる事務は区市に

限る。）が処理することとする。 

一 法及びこの条例の規定により文化財に関し

教育委員会に提出すべき届書その他の書類及

び物件の受理 

二 第三十六条で準用する第十四条第一項の規

定による都指定史跡旧跡名勝天然記念物の現

状変更又はその保存に影響を及ぼす行為の許

可並びに第三十六条で準用する第十四条第四

項の規定による当該許可の取消し及び停止命

令（重大な現状変更又は保存に重大な影響を

及ぼす行為の許可及びその取消し並びに停止

命令を除く。） 

追加〔平成 11年都条例 122 号〕 

（区市町村教育委員会の意見具申） 

第五十八条 教育委員会は、前条第一号の事務

を処理する区市町村教育委員会に対し、当該

届書その他の書類及び物件に関し意見を求

めるものとする。 

追加〔平成 11年都条例 122 号〕 

 

第十章 雑則 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

（標識等の設置） 

第五十九条 教育委員会は、都指定無形文化財、

都指定有形民俗文化財又は都指定史跡旧跡

名勝天然記念物のうち、都民の観覧のため必

要があると認めるものについては、当該都指

定の文化財の所有者及び権原に基づく占有

者の同意を得て、標識又は説明板を設置し、

これを当該都指定の文化財の所有者、権原に

基づく占有者又は管理責任者に管理させる

ことができる。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

（記録の作成等） 

第六十条 教育委員会は、都指定無形文化財及

び都指定無形民俗文化財以外の無形文化財

（法第七十一条第一項の規定により重要無
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形文化財に指定されたものを除く。）及び無

形の民俗文化財（法第七十八条第一項の規定

により重要無形民俗文化財に指定されたも

のを除く。）のうち、特に必要があると認め

るものについて、自らその記録を作成し、保

存し、又は公開することができるものとし、

都は、適当な者に対し当該無形文化財又は当

該無形の民俗文化財の公開又はその記録の

作成、保存若しくは公開に要する経費の一部

を予算の範囲内で補助することができる。 

２ 前項の規定により補助金を交付する場合に

は、第十条第二項及び第十一条の規定を準用

する。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号・17年

39号〕 

（施行規則） 

第六十一条 この条例の施行に関し必要な事

項は、教育委員会規則で定める。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

第十一章 罰則 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

（刑罰） 

第六十二条 都指定有形文化財を損壊し、き棄

し、又は隠匿した者は、五万円以下の罰金又

は科料に処する。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

第六十三条 都指定史跡旧跡名勝天然記念物

の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼ

す行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰

亡するに至らしめた者は、五万円以下の罰金

又は科料に処する。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

第六十四条 第十四条（第三十六条で準用する

場合を含む。）の規定に違反して、教育委員

会の許可を受けず、若しくはその許可の条件

に従わないで都指定有形文化財若しくは都

指定史跡旧跡名勝天然記念物の現状を変更

し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為を

し、又は教育委員会の現状の変更若しくは保

存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わ

なかつた者は、三万円以下の罰金又は科料に

処する。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

第六十五条 法人の代表者又は法人若しくは

人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務又は財産の管理に関して、

前三条の違反行為をしたときは、その行為者

を罰するほか、その法人又は人に対しても各

本条の罰金刑を科する。 

一部改正〔平成 11年都条例 122号〕 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和五十一年七月一日から施

行する。 

（東京都文化財専門委員の設置に関する条例の

廃止） 

２ 東京都文化財専門委員の設置に関する条例

（昭和二十七年東京都条例第二十六号）は、

廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際、現にこの条例による

改正前の東京都文化財保護条例（以下「改正

前の条例」という。）第三条の規定により、

次の表の上欄に掲げる種別の都文化財として

指定されている都文化財は、第四条、第二十

条、第二十六条及び第三十三条の規定により、

同表の上欄の都文化財の種別に応じそれぞれ

同表の下欄に掲げる都指定の文化財として指

定されたものとみなす。 

 

上欄 下欄 

都重宝 都指定有形文化財 

都技芸のうち工芸技術に係

るもの 

都指定無形文化財 

都技芸のうち郷土芸能に係

るもの 

都指定無形民俗文化財 

都郷土資料 都指定有形民俗文化財 

都史跡 都指定史跡 

都旧跡 都指定旧跡 

都天然記念物 都指定天然記念物 
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４ この条例の施行の際、現に改正前の条例付

則第二項ただし書の規定により、都旧跡とみ

なされているものについては、当分の間、都

指定旧跡とみなす。 

５ この条例の施行の際、現に改正前の条例第

七条第一項の規定により交付されている指定

書は、第四条第五項（第二十六条第二項及び

第三十三条第二項で準用する場合を含む。）

の規定により交付された指定書とみなす。 

６ この条例の施行の際、現に改正前の条例第

九条の規定により設置されている標識又は説

明板は、第五十二条の規定により設置された

標識又は説明板とみなす。 

７ この条例の施行の際、現に改正前の条例第

十一条の規定により選任され、教育委員会に

届出のなされている管理責任者は、第六条（第

二十九条及び第三十六条で準用する場合を含

む。）の規定により選任され、教育委員会に

届出のあつた管理責任者とみなす。 

８ 改正前の条例第十四条の規定によりなされ

た許可は、当該許可に係る現状の変更が完了

するまでなお効力を有する。 

９ この条例の施行前に、改正前の条例第十五

条の規定により管理、修理又は復旧に関し、

補助金の交付を受けている都文化財の有償譲

渡の場合の納付金の納付については、なお従

前の例による。 

10 この条例の施行前になした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。 

（東京都屋外広告物条例の一部改正） 

11 東京都屋外広告物条例（昭和二十四年東京

都条例第百号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（東京における自然の保護と回復に関する条例

の一部改正） 

12 東京における自然の保護と回復に関する条

例（昭和四十七年東京都条例第百八号）の一

部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（東京における自然の保護と回復に関する条例

の一部改正に伴う経過措置） 

13 この条例の施行の際、現に改正前の条例第

十四条の許可を受けた者が着手し、又は着手

しようとしている当該許可に係る変更行為は、

この条例による改正後の東京における自然の

保護と回復に関する条例第三十九条ただし書

の規定の適用については、第十四条（第三十

六条において準用する場合を含む。）の許可

を受けた者が行う当該許可に係る変更行為と

みなす。 
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（２）東京都文化財保護条例施行規則 

  

昭和五一年七月一日 

教育委員会規則第二六号 

東京都文化財保護条例施行規則を公布する。 

  

東京都文化財保護条例施行規則 

  

東京都文化財保護条例施行規則(昭和三十年東

京都教育委員会規則第七号)の全部を改正する。 

  

(趣旨) 

第一条 この規則は、東京都文化財保護条例(昭

和五十一年東京都条例第二十五号。以下「条

例」という。)の規定に基づき、条例の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。 

(指定に係る同意書の提出) 

第二条 条例第四条第二項(第二十六条第二項

及び第三十三条第二項において準用する場

合を含む。)の規定により、東京都指定有形文

化財(以下「都指定有形文化財」という。)の

指定について同意した者、東京都指定有形民

俗文化財(以下「都指定有形民俗文化財」とい

う。)の指定について同意した者又は東京都指

定史跡、東京都指定旧跡、東京都指定名勝若

しくは東京都指定天然記念物(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。)の指定について同意した者は、別記様式

第一号による同意書を東京都教育委員会(以

下「教育委員会」という。)に提出しなければ

ならない。 

(指定書又は認定書) 

第三条 条例第四条第五項(第二十六条第二項

及び第三十三条第二項において準用する場

合を含む。)に規定する指定書は、都指定有形

文化財又は都指定有形民俗文化財に係るも

のにあつては別記様式第二号によるものと

し、都指定史跡旧跡名勝天然記念物に係るも

のにあつては別記様式第三号によるものと

する。 

２ 条例第二十条第二項又は第四項の規定によ

り、東京都指定無形文化財(以下「都指定無形

文化財」という。)の保持者又は保持団体を認

定したときは、教育委員会は、当該保持者に

対しては別記様式第四号による認定書を、当

該保持団体に対しては別記様式第五号による

認定書をそれぞれ交付するものとする。 

(指定書等の再交付) 

第四条 東京都指定の文化財の所有者又は保

持者若しくは保持団体が、指定書又は認定書

を亡失し、又は著しく破損したときは、別記

様式第六号による指定書(認定書)再交付申請

書を教育委員会に提出し、その再交付を受け

なければならない。 

(指定書等の書換え) 

第五条 条例第七条(第二十九条及び第三十六

条において準用する場合を含む。)、条例第九

条(第二十九条において準用する場合を含

む。)又は条例第三十五条の規定による届出

(第七条の規定による届出にあつては管理責

任者に係る届出を、第三十五条の規定による

届出にあつては土地の地目又は地積に係る

届出を除く。)をしようとする者は、当該届出

に係る文化財の指定書を、条例第二十二条(第

三十九条において準用する場合を含む。)の規

定による届出(保持者の死亡及び心身の故障

に係る届出並びに保持団体又は保存団体の

構成員の異動及び解散に係る届出を除く。)

をしようとする者は、当該届出に係る保持者

又は保持団体若しくは保存団体の認定書を

その届出に係る書面に添えて教育委員会に

提出し、その書換えを受けなければならない。 

(台帳) 

第六条 教育委員会は、条例に基づき指定した

文化財に係る記録を保存するため台帳を備

えるものとする。 

２ 前項に規定する台帳には、その付属資料と

して指定した文化財に係る写真又は实測図若
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しくは見取図等を備えておくものとする。 

(管理責任者の選任等の届出) 

第七条 条例第六条第三項(第二十九条及び第

三十六条において準用する場合を含む。)の規

定による管理責任者を選任又は解任したと

きの届出は、別記様式第七号によるものとす

る。 

(所有者の変更等の届出) 

第八条 条例第七条第一項(第二十九条及び第

三十六条において準用する場合を含む。)の規

定による所有者が変更したときの届出は、別

記様式第八号によるものとする。 

２ 条例第七条第二項(第二十九条及び第三十

六条において準用する場合を含む。)の規定に

よる所有者又は管理責任者の氏名若しくは名

称又は住所を変更したときの届出は、別記様

式第九号によるものとする。 

(滅失等の届出) 

第九条 条例第八条(第二十九条及び第三十六

条において準用する場合を含む。)の規定によ

る都指定有形文化財、都指定有形民俗文化財

又は都指定史跡旧跡名勝天然記念物が滅失

し、き損し、亡失し、又は盗み取られたとき

の届出は、別記様式第十号によるものとする。 

(所在の場所の変更の届出) 

第十条 条例第九条(第二十九条において準用

する場合を含む。)の規定による都指定有形文

化財又は都指定有形民俗文化財の所在の場

所を変更しようとするとき又は変更したと

きの届出は、別記様式第十一号によるものと

する。 

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等) 

第十一条 条例第九条ただし書(第二十九条に

おいて準用する場合を含む。)に規定する都指

定有形文化財又は都指定有形民俗文化財の

所在の場所の変更について届出を要しない

場合は、次の各号の一に該当する場合とする。 

一 条例第十条第一項(第二十九条において準

用する場合を含む。)の規定による補助金の交

付を受けて行う修理のために、所在の場所を

変更しようとする場合 

二 条例第十四条第一項の規定による許可を受

けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす

行為のために、所在の場所を変更しようとす

る場合 

三 条例第十五条第一項の規定による届出をし

て行う修理のために、所在の場所を変更しよ

うとする場合 

四 条例第十六条第一項及び第二項(第二十九

条において準用する場合を含む。)の規定によ

る教育委員会の勧告を受けて行う出品又は公

開のために、所在の場所を変更しようとする

場合 

五 条例第二十八条第一項の規定による届出を

して行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす

行為のために、所在の場所を変更しようとす

る場合 

六 前各号に該当する場合のほか、都指定有形

文化財又は都指定有形民俗文化財の所在の場

所を変更しようとする期間が、一箇月を超え

ない場合 

２ 条例第九条ただし書(第二十九条において

準用する場合を含む。)に規定する所在の場所

を変更した後、届け出ることをもつて足りる

場合は、火災、震災等の災害のために、都指

定有形文化財又は都指定有形民俗文化財の所

在の場所を変更する場合その他緊急やむを得

ない事由がある場合とする。 

(耐用年数) 

第十二条 条例第十三条第二項(第二十九条及

び第三十六条において準用する場合を含む。)

の規定により、教育委員会が定める耐用年数

は、木造の文化財にあつては十年、石造、コ

ンクリート造又は金属製の文化財にあつて

は三十年、その他の文化財にあつては二十年

とする。 

(現状変更等に係る許可申請等) 

第十三条 条例第十四条第一項(第三十六条に
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おいて準用する場合を含む。)の規定により、

都指定有形文化財又は都指定史跡旧跡名勝

天然記念物に関する現状の変更又は保存に

影響を及ぼす行為の許可を受けようとする

者(以下本条において「許可申請者」という。)

は、別記様式第十二号による現状変更等の許

可申請書に、次の各号に掲げる書類等を添え

て、教育委員会に提出しなければならない。 

一 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に

係る設計仕様書及び設計図 

二 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を

しようとする箇所の写真又は見取図 

三 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を

必要とする理由を証するに足りる資料がある

ときは、その資料 

四 許可申請者が所有者以外の者であるときは、

別記様式第十三号による所有者の現状変更等

についての承諾書 

五 管理責任者が選任されている場合において、

許可申請者が管理責任者以外の者であるとき

は、別記様式第十三号による管理責任者の現

状変更等についての承諾書 

２ 条例第十四条第一項(第三十六条において

準用する場合を含む。)の規定による現状の変

更又は保存に影響を及ぼす行為に係る許可を

受けた者が当該許可に係る現状の変更又は保

存に影響を及ぼす行為に着手し、又はこれを

完了したときは、遅滞なく別記様式第十四号

による現状変更等の着工(完了)届を教育委員

会に提出しなければならない。この場合にお

いて、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行

為の完了の届出には、その結果を示す写真又

は見取図等を添付しなければならない。 

(維持の措置の範囲) 

第十四条 条例第十四条第二項(第三十六条に

おいて準用する場合を含む。)に規定する維持

の措置の範囲は、次の各号に掲げるとおりと

する。 

一 都指定有形文化財又は都指定史跡旧跡名勝

天然記念物がき損し、又は衰亡している場合

において、その価値に影響を及ぼすことなく、

当該都指定有形文化財又は当該都指定史跡旧

跡名勝天然記念物を、その指定当時の原状(指

定後現状変更の許可を受けたものについては、

当該現状変更後の原状)に復するとき。 

二 都指定有形文化財又は都指定史跡旧跡名勝

天然記念物がき損し、又は衰亡している場合

において、当該き損又は当該衰亡の拡大を防

止するために、応急の措置を執るとき。 

三 都指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部がき

損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明

らかに不可能である場合において、当該部分

を除去するとき。 

(修理の届出) 

第十五条 条例第十五条第一項(第三十六条に

おいて準用する場合を含む。)の規定による都

指定有形文化財又は都指定史跡旧跡名勝天

然記念物の修理をしようとするときの届出

は、別記様式第十五号によるものとし、次の

各号に掲げる書類等をこれに添付しなけれ

ばならない。 

一 修理に係る仕様書及び設計図 

二 修理をしようとする箇所の写真又は見取図 

(保持者等に係る届出) 

第十六条 条例第二十二条(第三十九条におい

て準用する場合を含む。)に規定する教育委員

会規則で定める事由は、次の各号に掲げるも

のとする。 

一 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。 

二 保持者について、その保持する都指定無形

文化財又は東京都選定保存技術(以下「都選定

保存技術」という。)の保存に影響を及ぼす心

身の故障が生じたとき。 

２ 条例第二十二条(第三十九条において準用

する場合を含む。)の規定による保持者又は保

持団体若しくは保存団体に係る届出は、次の

各号に掲げる届出の事由ごとに、当該各号に

定める様式によるものとする。 
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一 保持者の氏名、芸名、雅号又は住所が変更

したとき。 別記様式第十六号 

二 保持者について、その保持する都指定無形

文化財又は都選定保存技術の保存に影響を及

ぼす心身の故障が生じたとき。 別記様式第

十七号 

三 保持者が死亡したとき。 別記様式第十八

号 

四 保持団体又は保存団体の名称、事務所の所

在地又は代表者若しくは管理人を変更したと

き。 別記様式第十九号 

五 保持団体又は保存団体の構成員に異動を生

じたとき。 別記様式第二十号 

六 保持団体又は保存団体が解散したとき。 

別記様式第二十一号 

(都指定有形民俗文化財の現状変更等の届出) 

第十七条 条例第二十八条第一項の規定によ

る都指定有形民俗文化財に関する現状の変

更又は保存に影響を及ぼす行為をしようと

するときの届出は、別記様式第二十二号によ

るものとし、次の各号に掲げる書類等をこれ

に添付しなければならない。 

一 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に

係る設計仕様書及び設計図 

二 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を

しようとする箇所の写真又は見取図 

三 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を

しようとする者が、所有者以外の者であると

きは、別記様式第十三号による所有者の現状

変更等についての承諾書 

四 管理責任者が選任されている場合において、

現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をし

ようとする者が管理責任者以外の者であると

きは、別記様式第十三号による管理責任者の

現状変更等についての承諾書 

(土地の所在等の変更届) 

第十八条 条例第三十五条の規定による都指

定史跡旧跡名勝天然記念物の指定地域内の

土地の所在、地番、地目又は地積の異動に係

る届出は、別記様式第二十三号によるものと

し、当該地番、地目又は地積の異動が、土地

の分筆等によるときは、当該土地に係る登記

事項証明書及び登記所に備えられた地図の

写本をこれに添付しなければならない。 

(平一八教委規則一〇・一部改正) 

(都選定保存技術の認定書の交付) 

第十九条 条例第三十七条第二項及び第三項

の規定により、都選定保存技術の保持者又は

保存団体を認定したときは、教育委員会は、

当該保持者に対しては、別記様式第二十四号

による認定書を、当該保存団体に対しては、

別記様式第二十五号による認定書をそれぞ

れ交付するものとする。 

(埋蔵文化財等に係る事務) 

第二十条 条例第四十二条の規定による埋蔵

文化財、周知の埋蔵文化財包蔵地及び遺跡の

発見に係る届出及び通知の受理、指示、命令、

協議並びに勧告に関し必要な事項は、教育長

が定める。 

(平一一教委規則四二・追加) 

(出土品の評価等) 

第二十一条 条例第四十四条の規定により報

償金の額の決定その他出土した文化財(以下

「出土品」という。)の評価を行うために教育

委員会に評価委員会を置く 

２ 教育委員会は、出土品の評価を行う場合、

評価委員会に諮問しなければならない。 

３ 評価委員会は、当該出土品について専門知

識を有する文化財保護審議会委員等をもって

構成する。 

４ 前三項に定めるもののほか評価委員会に関

し必要な事項は、教育長が定める。 

(平一一教委規則四二・追加) 

(出土品の譲与等) 

第二十二条 条例第四十五条の規定により教

育委員会から出土品の譲与又は譲渡(以下「譲

与等」という。)を受けようとする者(文化財

保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百



 

116 

哲学堂公園保存管理計画《資料編》 

 

 
七条第一項の規定により教育委員会から出

土品の譲与を受けようとする者を含む。)は、

別記様式第二十六号による申請書に次の各

号に掲げる書類等を添えて、教育委員会に提

出しなければならない。 

一 譲与等を受けようとする者を証明する書類

(申請者が地方公共団体又は当該出土品の発

見者若しくは発見された土地の所有者の場合

を除く。) 

二 譲与等をされた出土品を保存し、又は活用

する施設等の概要に係る資料 

三 当該出土品の発見者又は当該出土品が発見

された土地の所有者の当該出土品の保存又は

活用についての承諾書 

(平一一教委規則四二・追加、平一七教委規則一

〇・一部改正 

(周知の埋蔵文化財包蔵地) 

第二十三条 条例第四十六条第二項の規定に

よる周知の埋蔵文化財包蔵地に係る事務に

関し必要な事項は、教育長が定める。 

(平一一教委規則四二・追加) 

(東京都文化財保護審議会の部会) 

第二十四条 条例第五十六条の規定により、東

京都文化財保護審議会(以下「審議会」とい

う。)に次の部会を置く。 

  

２ 前項に規定する部会は、会長が指定する委

員又は臨時委員により構成する。 

３ 第一項に規定する各部会は、審議会が教育

委員会の諮問に応じて調整審議する事項又は

教育委員会に対して建議しようとする事項に

関し、会長の求めに応じて調査研究し、その

結果を会長に報告するものとする。 

(平一一教委規則四二・旧第二十条繰下・一部改

正) 

(区市教育委員会が処理する事務の範囲) 

第二十五条 条例第五十七条第二号の規定に

よる重大な現状変更又は保存に重大な影響

を及ぼす行為以外の都指定史跡旧跡名勝天

然記念物の現状変更又はその保存に影響を

及ぼす行為(都指定史跡旧跡名勝天然記念物

の指定に係る地域内において行われるもの

に限る。)は、次に掲げるものとする。 

一 小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階

を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、

建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は

改築後の建築面積)が百二十平方メートル以

下のものをいう。)で三月以内の期間を限つて

設置されるものの新築、増築、改築又は除却 

二 工作物(建築物を除く。)の設置、改修若し

くは除却(改修又は除却にあつては、設置の日

から五十年を経過していない工作物に係るも

のに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(そ

れぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の

形状の変更を伴わないものに限る。) 

三 埋設されている電線、ガス管、水管又は下

水道管の改修 

四 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に

係る木竹については、危険防止のために必要

な伐採に限る。) 

(平一二教委規則八・追加) 

(標識等の管理) 

第二十六条 条例第五十九条の規定により、標

識又は説明板を管理する者(以下本条におい

て「標識等の管理者」という。)は、これが亡

失し、破損し、又は汚損したときは、速やか

に教育委員会に報告しなければならない。 

２ 標識等の管理者は、その管理する標識又は

説明板の位置を変更しようとするときは、あ

らかじめ教育委員会の承認を受けなければな

らない。 

(平一一教委規則四二・旧第二十一条繰下・一部

改正、平一二教委規則八・旧第二十五条繰下) 

附 則 

部会名 所掌事項

第一部会 有形文化財に関すること。

第二部会 無形文化財及び民俗文化財に関すること。

第三部会 記念物及び埋蔵文化財に関すること。
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1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 東京都文化財専門委員の設置に関する条例

施行規則(昭和二十七年東京都教育委員会規則

第五号)は、廃止する。 

附 則(平成元年教委規則第三六号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成八年教委規則第四号) 

この規則は、平成八年四月一日から施行する 

附 則(平成一一年教委規則第四二号) 

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則(平成一二年教委規則第八号) 

１ この規則は、平成十二年四月一日から施行

する。 

２ この規則による改正後の東京都文化財保護

条例施行規則第二十五条の規定にかかわらず、

この規則の施行の際、現に現状変更又はその保

存に影響を及ぼす行為の許可並びに当該許可の

取消し及び停止命令に着手しているものについ

ては、なお従前の例による。 

附 則(平成一七年教委規則第一〇号) 

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 

附 則(平成一八年教委規則第一〇号) 

この規則は、公布の日から施行する。 
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