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令和 3 年度浦幌町指定文化財の新規指定候補について 

 

1．新たに町指定文化財として検討している案件 
（1）厚内神社絵馬 

・種別：有形文化財として指定を想定 

・所在：厚内神社境内 

・所有：厚内神社 

・候補とする理由：1909（明治 42）年 4 月 3 日に川渕勝太郎が奉納したもの。現在確認され

ている浦幌町内に残る寺社所蔵絵馬のなかでは、もっとも古いものである。

川渕勝太郎は石川県能登地方の出身で、1899（明治 32）年に厚内へ移住し

た。船大工で、造船の材料や鉄道建設の枕木調達で厚内にも林業関係者が

増えてきたことから、漁業や林業での安全を祈願するため、現在地よりも

内陸の丘の上に「山の神社」を建立。その頃に奉納したものと思われる。 

厚内では、1917（大正 6）年に別の場所に伏見稲荷を祀った神社が建立さ

れ、戦時中の 1943（昭和 18）年に現在の木下農場付近へ両神社を移転する

形で合祀。社名を「厚内神社」とした。さらに 1955（昭和 30）年に現在地

へ移転した。 

当絵馬は、厚内神社の創建に関わった川渕勝太郎の功績と、上記のような

同神社の系譜を証しするものであり、厚内の地域史にとっても重要な文化財

的価値があると共に、本町に現存するもっとも古い絵馬という歴史性もある

ことから、町指定有形文化財にふさわしいものと考えられる。 
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（2）ヌタベット湿原 

・種別：天然記念物として指定を想定 

・所在：浦幌町字ヌタベット 25−1 ほか、豊頃町（⻄側の⼀部区域） 

・所有：浦幌町、豊頃町（⻄側の⼀部区域） 

・候補とする理由：浦幌町ヌタベット地区に広がる湿地帯と沼。湿地帯は、ワタスゲやヌマ

ガヤの優占する中間湿原域と、ヨシを中心とする低層湿原域が混在し、いず

れの植生にも下層にミズゴケをまじえる。十勝川と浦幌十勝川に挟まれた⼀

帯は、明治の和人入植以前は広大な湿地帯であったと考えられるが、現在、

その面影はほとんど残されていない。特にワタスゲやミズゴケを主体とする

湿原は、十勝海岸沿岸における残存面積がきわめて少なく、大樹町当縁湿原

に残る地域と、本町のヌタベット地区の 2 地点が代表的である。 

また、本植生にはラン科のトキソウ（環境省指定：準絶滅危惧種、北海道

指定：絶滅危急種）ほか、生育環境の消失にともない絶滅が危惧されている

植物の生育地であり、同じく絶滅危惧種であるシマアオジなどが飛来する野

鳥の生息環境としても重要である。また、隣接する沼地も、本町では現存が

確認される唯⼀のミツガシワ湿原である。また、手つかずで地表・地下の人

為的攪乱のない土地であることから、本湿地内においては 2010（平成 22）

年に北海道大学地震・火山センターにより地層断面調査が実施され、約 5000

年前からの津波堆積物が 400 年周期に認められることが明らかにされた。そ

の際の標本が浦幌町立博物館、北海道大学総合博物館、北海道博物館に展示・

公開されている。 

十勝川下流から沿岸⼀帯における原植生を残し、植生学的に貴重な湿地帯

であるほか、稀少動植物の生息地、人為的攪乱を受けないことによって明ら

かにされる地学情報の内包地など、学術的にも意義の高い地域であることか

ら、後世に渡っての保全が望ましく、町指定天然記念物にふさわしいものと

考えられる。 
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2．指定に向けての事前確認事項 

（1）厚内神社絵馬 

・厚内神社氏子会への意向確認 

・地区住⺠への説明会の開催と意向聴取 

・関係学術団体への意向聴取 

 

（2）ヌタベット湿原 

・⼀部区域に豊頃町域を含むことから、豊頃町との協議 

・地区住⺠への説明会の開催と意向聴取 

・町内関係部署との協議 

・周囲の保安林管理者との協議 

・関係学術団体への意向聴取 

 

 

3．指定に向けての流れ 

・「2」の事前確認が済んだ段階で、所有者より浦幌町文化財保護条例にもとづき、「浦幌町文

化財指定申請書」を提出。 

・申請書の提出を受けて、教育委員会が文化財保護審議会へ指定について適切かを諮問。 

・文化財保護審議会より答申。 

・答申を受けて指定。 

 

※第 2 回文化財保護審議会を秋季に予定しており、現在、第 2 回審議会へ向けて諮問が出来

るよう準備を進めている。 
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「厚内神社史」の経緯について

　浦幌町の厚内で、地域の歴史を調査されていた木下

茂氏は、2018 年に逝去された。博物館では、生前に

木下氏より、厚内神社の歴史に関する原稿「厚内神社

史」をお預かりしており、併せて厚内地区の歴史につ

いて、ご本人から聞き取り（仮調査）をしている最中

でのことであった。その博識さ、地域の歴史に対する

思いの強さに感銘を受け、本格的な聞き取り調査をし

たいと考えていたところでのご逝去は、甚だ残念でな

らない。

　本稿は、1992（平成 4）年の厚内神社例祭に際し

て寄せられたもので、「厚内神社の推移に寄せて」と

いう標題で、現在も厚内神社拝殿に、額装の上掲げら

れているものである。「厚内神社の推移に寄せて」は、

厚内神社と厚内地区の沿革に関する、貴重な証言であ

り、浦幌の地域史にとって重要な資料となることから、

ぜひ活字化して出版したいと博物館から申し上げ、そ

の原稿をお寄せいただいたものであった。

　現在、厚内神社は、対外的には斎藤兵太郎が京都伏

見稲荷から分霊した稲荷神社を創始としているようで

ある。しかし、木下氏の記述にあるように、もともと

厚内地区には「山の神社」と呼ばれる川渕勝太郎によ

る社があったとされる。また、斎藤氏が稲荷神社を厚

内に建てた時期についても、木下氏の記述と『浦幌町

百年史』などの記述とは違いがみられる。木下氏は、

町史における神社の沿革の記述内容や、川渕の「山の

神社」の存在が忘れられつつあることを非常に気にか

けておられ、そうした思いからも本稿の出版を快く諒

解いただいていた。

　しかしながら、ご生前のうちにお預かりした原稿を

出版できなかった事は、博物館として大きな責任を感

じているところである。

　また、当初の予定では、本稿を叩き台として、木下

氏との議論のなかから生じた新しい事実や疑問点など

について、さらに本文を追加をした上で、新たに紀要

原稿として掲載するはずであった。しかし、それが叶

わなくなってしまったため、文責に原稿をお預かりし

た持田を加えた上で、修正を基本的な誤字・脱字の訂

正のみにとどめ、参考写真を付した上で掲載すること

とした。本稿の内容について疑義がある場合は、その

責は持田に所在するので、あらかじめ御了承いただき

たい。

　また、本文中に掲載した 1955 年の厚内神社の写真

は、浦幌神社所蔵の写真をお借りした。原稿の入力に

あたっては、厚内公民館の前出彰子氏に尽力いただい

た。ご協力に感謝したい。

　木下氏のみ霊の天上でのご平安を心よりお祈りし、

本誌を捧げる。

　

（浦幌町立博物館学芸員　持田誠）

厚内神社の推移に寄せて

　波高き太平洋を望み大木が繁茂する原始林この自然

条件の厳しさの中、幕末のころより探検者の多かった

昆布刈石や厚内海岸でしたが、明治三十年ごろより、

厚内の地にも開拓の鍬が振り下ろされました。

　日高の幌泉村より菅原重助氏が移住し、厚内にて駅

逓を設営したのも明治三十年であり、厚内にも徐々に

人が住み始めた明治三十二年石川県能登より川渕勝太

郎氏が大津を経て移住、その後大津からの移住者に

よって農業、林業、漁業等が営まれたのです。川渕氏

は船大工として漁業の振興に寄与された一人です。

　明治三十四年ころより、鉄道建設が進み厚内にも活

厚内神社史

木下　茂 1)・持田　誠 2)

Shigeru KINOSHITA and Makoto MOCHIDA, 2019. The History of Atsunai Shrines. 

Bulletin of the Historical Museum of Urahoro, 19: 9-11.

浦幌町立博物館紀要　19: ９-11, 2019 年 3 月

 1) ＊故人〒 089-5865 北海道浦幌町厚内（2018 年逝去）
 2) 浦幌町立博物館　〒 089-5614　北海道十勝郡浦幌町字桜町 16
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気が増し又、翌三十五年は日本中が日清戦争後の戦勝

ムードに酔いしれて活気に溢れていました。厚内では

鉄道の枕木製造や造船の船材等は、今村浅次郎を頭に

厚内川を堰き止め、流送で大量の木材を搬出したので

す。

　この景気を機に、厚内の住人の数も増え始め、荒い

仕事の作業安全、家族の家内安全等を願うためにも神

社を建てたいと、川渕勝太郎氏の胸に湧く思いは、即

実行に移され、川渕家の私有地に厚内の鎮守様として、

厚内二十三番地の小高い山の上に社殿を建てて「天照

皇大神」様を奉斎したのです。天照皇大神様とは「太

陽神」であり、朝に昇り、夕に没して万物の命に恵み

を与えくださる日本の最高神として、また、皇室の親

神様でもあり、日本の守護神として、各村々にも鎮守

の社が建設されたのです。

　当時は「山の神社」と呼ばれ、例祭として春は四月

三日、秋は九月四日に定めて厚内の市街地からも多数

参拝者が訪れるようになりました。また厚内にも鉄道

の開通とともに、明治四十六年には、斎藤家、大津家、

水沢家など、大津村より移住し、漁業従事者の人口も

増え、市街地にも神社の造営が叫ばれるようになりま

した。

　大津蔵之助、斎藤兵太郎、川渕勝太郎、水澤竹次郎、

菅原重助の各氏が中心となり、大正六年十月十八日「伏

見稲荷神社」が厚内の原野、厚内一九四番地の町有地

に造営されたのです。

　稲荷神社とは、古来から五穀豊穣と商売繁盛の神様

として奉られておりまして、例祭は宵宮九月一七日、

本祭は九月一八日としてにぎわいました。又、いつの

年も大晦日から元旦にかけては、灯明がともされてき

たのです。「山の神社」も昭和五年九月に、厚内十九

番地の三「現在の木下家所有地」に移転改築、次いで、

「山の神社」と「稲荷神社」の合祀は、戦時中の昭和

十八年九月厚内全域の守護神として合祀、社名も「厚

内神社」と改名されたのです。

　その後、厚内神社も四十年の歳月が経ち、老朽化に

伴い厚内神社建設委員会が設立され、川島信二氏を委

員長とし、大阪（坂）岩吉、斎藤辰三郎、前川久治、

水沢慶一、中村重次氏達が中心となり地域の氏子の

方々の協力を得て、昭和三十年十月十三日に現在地チ

プネオコッペ一の二十番地（当時松川家所有地）に新

築移転を見たのです。昭和四十年六月十三日に、松川

浦幌町立博物館紀要　第 19 号　2019 年 3 月

図 1　 1955（昭和 30）年 10 月 15 日、厚内神社新築落成記念で撮影された写真。（浦幌神社所蔵）
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拓之氏より境内地の 1,075 平方メートルを寄進して

いただきました。

　例祭日は九月十七、十八日と続きましたが、鮭漁の

時期と重なり、氏子達（特に男子）が地元を離れる前

にとの多数の希望により、昭和五十三年から五十八年

まで七月又は八月と各々実施しました。しかし、度々

例祭が変わるのも好ましくないということから、昭和

五十九年より宵宮祭六月十四日、本祭十五日と決定し、

現在に至っております。

　厚内の最初の開拓者によって作られた、小さなお社

から幾度かの変遷を重ね、平成四年九月には、創祀

九十年を数えることになりました。いずれの時代にも、

我々地域住民の敬神の念で灯をともし、厚くお守りし

て来た神社であります。

　ここに、九十年の歴史を持つ「厚内神社」の、明治、

大正、昭和、平成の数々の部分を重ねて記し、心をこ

めて奉納致します。

平成四年六月十五日（例祭日）

厚内一区　　木下　茂

木下茂・持田誠：厚内神社史

追　　記

　神社の記録が無く、私の記憶と、多くの長老、諸先

輩各位にお尋ねして記した次第です。誤りがありまし

たらご指導賜ります様お願い申し上げます。

図 2　 現在の厚内神社（2015 年 6 月浦幌町立博物館撮影）

図 3　 厚内神社に掲げられている絵馬。製作年・製作者は不明。
1909（明治 42）年 4 月 3 日に川渕勝太郎が奉納している。
現在、確認されている浦幌町内に残る寺社所蔵絵馬のな
かでは、もっとも古いものである。

　　　（39.5cm × 57.0cm 厚さ 2cm ／板絵墨画）
　　　（2017 年 11 月浦幌町立博物館撮影）



 

 

 

ヌタベット湿原現況（2021年 6月 9日現在） 



10 

 

○浦幌町文化財保護条例 

昭和39年３月20日条例第20号 

改正 

昭和48年３月28日条例第22号 

昭和51年３月24日条例第12号 

昭和52年６月28日条例第19号 

平成17年９月30日条例第35号 

浦幌町文化財保護条例 

（目的） 

第１条 この条例は、浦幌町（以下「町」という）内に所在する文化財のうち、国又は道の指定す

るものを除き、町にとっ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

って町民文化の向上に資することを目的とする。 

（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) 有形文化財 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をいう。 

(２) 無形文化財 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

高いものをいう。 

(３) 民俗文化財 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

きないものをいう。 

(４) 記念物 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史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

現象の生じている土地を含む）で学術上価値の高いものをいう。 

(５) 伝統的建造物群 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

で価値の高いものをいう。 

(６) 文化的景観 地域における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町

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をいう。 

（町民、所有者等の心構え） 

第３条 文化財の所有者その他の関係者及び町民は、文化財が貴重な町民的財産であることを自覚

し、その保存に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。 

（財産権等の尊重及び他の公益との調整） 

第４条 浦幌町教育委員会（以下「委員会」という）はこの条例の執行に当たっては、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。 

（指定） 

第５条 委員会は、町内に所在する文化財のうち国又は道が指定したものを除き、町にとって重要

と認めるものを町の文化財（以下「町指定文化財」という）に指定することができる。 

２ 委員会は前項の規定による指定をする場合はあらかじめ指定をしようとする文化財の所有者及

び権原に基づく占有者又は保持者（以下「所有者等」という）の同意を得なければならない。た

だし、所有者等の判明しない場合はこの限りでない。 

（解除） 

第６条 委員会は、前条第１項の規定により町の文化財として、指定した文化財（以下「町指定文

化財」という）がその価値を失ったとき、その他特殊の事由があるときは、その指定を解除する

ことができる。 

２ 町指定文化財が町内に所在しなくなったとき、又は国若しくは道の文化財として指定を受けた

ときは、前条の指定は解除されたものとする。 

（指定又は解除の告示） 

第７条 委員会は、前２条の規定により文化財を指定し、又は解除をしたときは、速やかにその旨
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を告示すると共に所有者等に通知しなければならない。 

（管理の義務） 

第８条 町指定文化財の所有権は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従いその

文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。 

（所有者等の変更等） 

第９条 町指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、速やかにその旨を委員会に届

け出なければならない。 

２ 町指定文化財の所有者等が氏名、名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に

届け出なければならない。 

３ 町指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し又は保持者として不適当になったときは、相

続人又は保持者は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。 

（滅失、き損等） 

第10条 町指定文化財が次の各号の一に該当するときは、所有者等は速やかにその旨を委員会に届

け出なければならない。 

(１) その文化財の全部又は一部が滅失、き損若しくは亡失したとき。 

(２) その文化財の所在する場所を変更しようとするとき。 

(３) 町指定文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があったとき。 

第11条 所有者等が町指定文化財の現状を変更しようとするとき、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、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その

他維持の措置をする場合は、この限りでない。 

２ 委員会は前項の許可の条件として必要な指示を与えることができる。 

３ 第１項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わないときは、委員会は現状変更の停止を

命じ又は許可を取り消すことができる。 

（修理の届出） 

第12条 所有者等は、町指定文化財の修理その他維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委

員会に届け出なければならない。ただし、前条第１項の規定により許可を受けた場合は、この限

りでない。 

２ 委員会は、必要と認めるときは前項の修理等について必要な指導助言を与えることができる。 

（管理保存の勧告等） 

第13条 委員会は町指定文化財の管理保存のため必要と認めるときは、所有者等に対し必要な措置

を講ずるよう勧告することができる。 

（調査及び報告） 

第14条 委員会は必要と認めるときは、所有者等の同意を得て町指定文化財を調査し、又は所有者

に対し管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。 

（補助金の交付） 

第15条 委員会が町指定文化財の保存及び記録作成並びに無形文化財の伝承者養成等のため必要と

認めるときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。 

２ 前項の補助金を受ける者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。 

（補助金の返還） 

第16条 委員会が補助金を受けた者について次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。 

(１) 補助金の交付を受けた目的以外の使途に補助金を使用したとき。 

(２) 前条第２項の条件に従わないとき。 

(３) 補助金を受けた文化財を他に有償で譲渡したとき。 

（公開） 

第17条 委員会は、町指定文化財の所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため期間を定

めて、その文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。 

２ 前項の規定による出品又は公開により、その文化財が滅失又はき損したときは、町は所有者に

対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によるときは、この限

りでない。 

（文化財保護審議会） 
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第18条 文化財の指定、解除、保存及び活用について委員会の諮問に応ずるため、浦幌町文化財保

護審議会（以下「審議会」という。）を設ける。 

２ 審議会は委員11名以内で組織する。 

３ 委員は学識経験者の中から委員会が委嘱する。 

（委員の任期） 

第19条 委員の任期は２年とし、委員の欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任

期間とする。ただし、委員は再任することができる。 

（会長及び副会長） 

第20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、議事その他の会務を総理する。 

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。 

（招集） 

第21条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。 

（議事） 

第22条 審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

（報酬等） 

第23条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例（昭和31年浦幌町

条例第19号）の定めるところによる。 

（審議会の事務） 

第24条 審議会の事務は教育委員会事務局で処理する。 

（罰則） 

第25条 町指定有形文化財を損壊し、棄損し、又は隠匿した者は、２万円以下の罰金又は科料に処

する。 

第26条 町指定史跡、名勝、天然記念物の現状を変更し、またその保存に影響を及ぼす行為をして

これを滅失し、棄損し、又は衰亡するに至らしめた者は、２万円以下の罰金若しくは科料に処す

る。 

第27条 法人の代表者又は法人若しくはその人の代理人、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２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

人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。 

（委員会への委任） 

第28条 この条例施行について、必要な事項は、委員会が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和48年３月28日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和51年３月24日条例第12号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和52年６月28日条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年９月30日条例第35号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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浦幌町文化財指定申請書              

次の文化財を、浦幌町の文化財として指定願いたいので申請します。 

記 

種 別        名 称        員 数        説明その他必要事項 

    

 

 

 

１ 文化財所在の場所 

 

 

 

２ 所有者等の住所、氏名 

 

 

 

年  月  日 

所有者等の住所 

 

氏        名  

 

浦幌町教育委員会 殿 

 

 


