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１．清須市内指定文化財一覧 

【国・県指定文化財、登録文化財】 

指定 種別 指定年月日 名称 員数他 概要 所在地 管理者等 

国 史跡 S46.12.15 貝殻山貝塚 10,164.4㎡ 東海地方屈指の弥生遺跡 朝日地内 愛知県 

県 彫刻 S46.2.8 木造観音菩薩立像 1躯 平安中期 大嶋一丁目 総見院 

県 工芸 S47.6.7 唐絹織紫衣 1襲 江戸、薄物僧衣 大嶋一丁目 総見院 

県 史跡 S43.11.4 検見塚 22.4㎡ 弥生中・後期の遺物出土 朝日地内 清須市 

登録 

有形 
建造物 H18.8.3 柴田家住宅主屋 1棟 

明治時代の近代町屋、木造 2

階建、瓦葺 
西枇杷島町辰新田 個人 

（参考） 

国 
考古 

資料 
H24.9.6 愛知県朝日遺跡出土品 

一括資料 

2,028点 

朝日遺跡発掘調査で出土し

た主要な遺物 
弥富市 愛知県 

 

【市指定文化財】 

指定番号 種別 指定年月日 名称 所在地 所有者 

第１号 有形民俗文化財 S60.4.20 橋詰町 王義之車 
西枇杷島町橋詰堤外 

橋詰町集会所 
橋詰町町内会 

第２号 有形民俗文化財 S60.4.20 問屋町 頼朝車 
西枇杷島町橋詰 

橋詰神社 
問屋町町内会 

第３号 有形民俗文化財 S60.4.20 東六軒町 泰亨車 
西枇杷島町南六軒 

東六軒町公民館 
東六軒町町内会 

第４号 有形民俗文化財 S60.4.20 西六軒町 紅塵車 
西枇杷島町西六軒 

西六軒町公民館 
西六軒町町内会 

第５号 有形民俗文化財 S60.4.20 杁西町 頼光車 西枇杷島町北二ツ杁  杁西町町内会 

第６号 有形民俗文化財 S60.11.21 試楽車（山車） 朝日天王 朝日天王社 

第７号 有形文化財 S60.12.1 宝暦六年 問屋制札 
西枇杷島町西六軒 

（問屋記念館内展示） 
清須市 

第８号 有形文化財 S60.12.1 文政十年 美濃路道標 西枇杷島町橋詰 清須市 

第９号 有形文化財 S60.12.1 二松学校校名額 清須市教育委員会 清須市 

第１０号 有形文化財 S62.2.26 水野千右衛門の陳情書 寺野元町 個人 

第１１号 天然記念物 S62.3.1 
西枇杷島小学校校庭の 

クロガネモチ 

西枇杷島町住吉 

（西枇小校庭） 
西枇杷島小学校 

第１２号 有形文化財 H2.5.23 小場塚弁財天縁起版木 
西枇杷島町宮前町 

（小場塚公民館） 
小場塚氏子 

第１３号 有形文化財 H2.5.23 三尊釈迦如来像 西枇杷島町小田井三丁目 西方寺 
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第１４号 有形文化財 H2.5.23 光明本尊像 西枇杷島町小田井三丁目 西方寺 

第１５号 有形文化財 H2.5.23 髪繍阿弥陀如来像 西枇杷島町小田井一丁目 宝國寺 

第１６号 有形文化財 H3.6.10 枇杷島小橋橋柱 
西枇杷島町住吉 

（西枇小） 
清須市 

第１７号 有形文化財 H5.6.19 
問屋記念館 

（旧山田九左衛門家住宅） 

西枇杷島町西六軒 

（問屋記念館） 
清須市 

第１８号 有形文化財 H6.3.23 問屋町 年中行事弐冊目 
西枇杷島町橋詰 

橋詰神社 
問屋町町内会 

第１９号 有形文化財 H6.3.23 尾張藩 拝領太鼓 
西枇杷島町橋詰 

橋詰神社 
問屋町町内会 

第２０号 有形文化財 H6.3.23 小川伝七郎家文書 清須市教育委員会 清須市 

第２１号 有形文化財 H8.3.29 枇杷島市場開設命令書 
清須市教育委員会 

（教育委員会寄託） 
個人 

第２２号 有形文化財 H8.3.29 枇杷島市場規定 
西枇杷島町西六軒 

（問屋記念館内展示） 
清須市 

第２３号 有形文化財 H14.9.20 渡辺家文書 清須市教育委員会 清須市 

第２４号 有形文化財 H17.6.24 近藤家文書 清須市教育委員会 清須市 

第２５号 有形文化財 H21.2.19 五条川右岸収穫図 
春日夢の森 

（はるひ美術館寄託） 
個人 

第２６号 有形文化財 H21.2.19 夏渓水禽図 
春日夢の森 

（はるひ美術館寄託） 
個人 

第２７号 有形文化財 H21.2.19 朴樹小禽図 
春日夢の森 

（はるひ美術館寄託） 
個人 

第２８号 有形文化財 H21.2.19 僧形合掌像（円空仏） 春日天神 栄寿院 

 

２．清須市内遺跡一覧【埋蔵文化財包蔵地】 

遺跡名称 所在地 時代 出土遺物 

朝日遺跡 朝日地内他 縄文～中世 弥生土器、石器、木製品、銅鐸他 

清洲城下町遺跡 清洲、朝日地内他 中世～近世 山茶椀、中世陶磁器、瓦他 

廻間遺跡 廻間地内他 弥生～中世 土師器他 

松ノ木遺跡 西市場地内 弥生 弥生土器 

土田遺跡 廻間、土田地内他 弥生～中世 弥生土器、山茶椀他 

西田中遺跡 西田中地内 弥生 弥生土器 

小田井城跡 西枇杷島町古城地内他 室町  

外町遺跡 須ヶ口地内他 鎌倉、江戸 山茶椀、瓦、近世陶磁器 

白弓遺跡 春日白弓 弥生～古墳 弥生土器他 

下之郷貝塚 春日白弓 弥生 弥生土器 

地蔵越遺跡 大嶋一丁目 奈良～近世 土師器、須恵器、灰釉陶器他 

中之郷北遺跡 春日宮重 古墳～近世 土師器、須恵器、鉄製品、山茶碗他 
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３．文化財関係刊行物一覧 

冊 子 名 金 額 

「新川町史 資料編１」 ４，５００円 

「新川町史 資料編２」 ４，７００円 

「新川町史 通史編」 ４，５００円 

「新川町誌（復刻版）」 ３，９００円 

「春日村史 復刻版」 ２，０００円 

「春日村史 現代編」 ３，０００円 

「春日村史 資料編」 ２，０００円 

「西枇杷島町史」 ２，０００円 

「西枇杷島町史（続編）」 ２，５００円 

「清洲町史」 残部僅少の為頒布中止 

にしびの文化財第１集  「民具」 ８００円 

にしびの文化財第２集  「神社・仏閣」 ８００円 

にしびの文化財第３集  「地名考」 １，０００円 

にしびの文化財第４集  「年中行事」 １，０００円 

にしびの文化財第５集  「箕浦家収蔵品目録」 １，５００円 

にしびの文化財第６集  「西枇杷島の山車 附・図面集」 残部僅少の為頒布中止 

にしびの文化財第７集  「江戸末期の下小田井の市―小川伝七家文書より―」 １，０００円 

にしびの文化財第８集  「枇杷島市場」 １，５００円 

にしびの文化財第９集  「庄内川と枇杷島橋・中島」 １，５００円 

にしびの文化財第１０集 「渡辺家文書に見る江戸後期の下小田井村」 １，５００円 

にしびの文化財第１１集 「近藤家文書に見る江戸期の小場塚新田」 １，５００円 

「西枇杷島町百年 歴史紀行」 残部僅少の為頒布中止 

「西枇杷島町由緒あるき（復刻版）」 １，５００円 

「西枇杷島まつり 山車２００年」 残部僅少の為頒布中止 

新川町の文化財第一集 ５００円 

清洲の文化財第一集 ５００円 

清洲の文化財第二集 ５００円 

朝日遺跡Ⅱ 残部僅少の為頒布中止 

朝日遺跡Ⅲ 残部僅少の為頒布中止 

きよす「歴史・散策」～美濃路～ 残部僅少の為頒布中止 

きよす「歴史・散策」～お寺・御堂編～ 残部僅少の為頒布中止 

きよす「歴史・散策」～神社編～ 残部僅少の為頒布中止 

きよす「歴史・散策」～信長と清洲・その後編～ 残部僅少の為頒布中止 

 


