令和２年度市町村文化財保護行政主管課名簿
【山車まつり所在市町のみ抜粋】
市町村名

担 当 課 名

名古屋 名古屋市 文化財保護室

西三河

FAX

名古屋市中区三の丸3-1-1

052-972-3268

052-972-4202

491-0922

一宮市大和町妙興寺2390

0586-46-3215

0586-46-3216

瀬戸市

文化課

489-0884

瀬戸市西茨町113-3（瀬戸市文化センター内）

0561-84-1740

0561-85-0415

486-0913

春日井市柏原町1-97-1

0568-33-1113

0568-34-6484

犬山市

歴史まちづくり課

484-8501

犬山市大字犬山字東畑36

0568-44-0354

0568-44-0372

小牧市

文化財課

485-8650

小牧市堀の内3-1

0568-76-1189

0568-75-8283

稲沢市

生涯学習課

492-8269

稲沢市稲府町1

0587-32-1443

0587-32-1196

岩倉市

生涯学習課

482-8686

岩倉市栄町1-66

0587-38-5819

0587-66-6380

日進市

生涯学習課

470-0192

日進市蟹甲町池下268

0561-73-4190

0561-74-0258

清須市

生涯学習課

452-8569

清須市須ケ口1238

052-400-2911

052-400-2963

長久手市 生涯学習課

480-1196

長久手市岩作城の内60-1

0561-56-0627

0561-62-1451

津島市

社会教育課

496-8686

津島市立込町2-21

0567-55-9421

0567-25-8748

愛西市

生涯学習課

496-8555

愛西市稲葉町米野308

0567-55-7137

0567-26-5516

弥富市

弥富市歴史民俗資料館

498-0017

弥富市前ケ須町野方731

0567-65-4355

0567-65-4355

あま市花正七反地1

052-442-8522

052-445-5735

海部郡蟹江町城1-214

0567-95-3812

0567-95-3812

半田市

半田市立博物館

475-0928

半田市桐ヶ丘4-209-1

0569-23-7173

0569-23-7174

常滑市

生涯学習スポーツ課

479-0003

常滑市金山字下砂原78-1

0569-44-4600

0569-43-8011

東海市

社会教育課

476-8601

東海市中央町1-1

052-603-2211
0562-33-1111

052-604-9290

474-0026

大府市桃山町5-180-1

0562-48-1809

0562-44-0033

478-0047

知多市緑町12-2

0562-33-1571

0562-33-3424

阿久比町 社会教育課

470-2292

知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50

0569-48-1111

0569-48-6229

南知多町 社会教育課

470-3412

知多郡南知多町大字豊浜字須佐ヶ丘5

0569-65-2880

0569-65-2883

0569-82-5200

0569-82-5201

文化振興課
大府市
（大府市歴史民俗資料館）
生涯学習課
知多市
（知多市歴史民俗博物館）

知多郡美浜町大字北方字十二谷1-2
（美浜町総合公園体育館内）

美浜町

生涯学習課

470-2403

武豊町

武豊町歴史民俗資料館

470-2336

知多郡武豊町字山ノ神20-1

0569-73-4100

0569-73-4100

岡崎市

社会教育課

444-8601

岡崎市十王町2-9

0564-23-6177

0564-23-6643

碧南市

文化財課

447-0847

碧南市音羽町1-1（碧南市藤井達吉現代美術館内）

0566-48-6602

0566-48-6603

刈谷市

文化観光課

448-8501

刈谷市東陽町1-1

0566-62-1037

0566-27-9652

豊田市

文化財課

471-0079

豊田市陣中町1-21-2

0565-32-6561

0565-34-0095

安城市

文化振興課

446-0026

安城市安城町城堀30（安城市歴史博物館内）

0566-77-4477

0566-77-6600

445-0847

西尾市亀沢町480

0563-56-2459

0563-56-2787

472-0053

知立市南新地2-3-3

0566-83-1133

0566-83-6675

470-0224

みよし市三好町陣取山44-1

0561-34-5000

0561-34-5150

440-0897

豊橋市松葉町3-1

0532-56-6060

0532-52-2961

文化財課
（西尾市岩瀬文庫）
文化課
知立市
（知立市歴史民俗資料館）

みよし市 みよし市立歴史民俗資料館
豊橋市

90

電 話

一宮市博物館

西尾市

東三河

所

460-8508

生涯学習課
あま市
490-1205
（あま市美和歴史民俗資料館）
生涯学習課
蟹江町
497-0040
（蟹江町歴史民俗資料館）

知多

住

一宮市

春日井市 文化財課

尾張

〒

美術博物館
（豊橋市文化財センター）

豊川市

生涯学習課

441-0292

豊川市赤坂町松本250

0533-88-8035

0533-88-8038

蒲郡市

蒲郡市博物館

443-0035

蒲郡市栄町10-22

0533-68-1881

0533-68-1880

441-1305

新城市竹広字信玄原552

0536-22-0673

0536-22-0673

441-3421

田原市田原町巴江11-1

0531-22-1720

0531-22-2028

生涯共育課
新城市
（新城市設楽原歴史資料館）
文化財課
田原市
（田原市博物館）
設楽町

教育課

441-2301

北設楽郡設楽町田口字辻前14

0536-62-0531

0536-62-1332

東栄町

教育課

449-0214

北設楽郡東栄町大字本郷字大森3-7

0536-76-0509

0536-76-0513

令和 2 年度市町村文化財保護行政主管課名簿

あいち山車まつり図鑑
発 行 日

2020年12月21日

編

あいち山車まつり日本一協議会

集

問 合 先

校

正

あいち山車まつり日本一協議会事務局
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
（愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室内）
電話：０５２ － ９５４ － ６７８３
FAX：０５２ － ９５４ － ７４７９
各市町の文化財保護行政主管課を通じて、
校正を行っております。

転載について
・Ｐ３掲載 山車の形態「名古屋型」の図面については、
「名古屋
市教育委員会『名古屋市文化財調査報告39 名古
屋市山車調査報告書5 広井神明社祭 紅葉狩車』
（1999）.」の図面を加工して転載しています。
「犬山型」の図面については、
「犬山市教育委員会
『犬山祭総合調査報告書』
（ 2005）.」の図面を加工
して転載しています。
「知多型」の図面については、
「半田市『半田の山車
ガイドブック［尾州半田山車絵巻］（
』 2012）.」の図面
を加工して転載しています。
・Ｐ４掲載 「祭車」の図面については、
「桑名市教育委員会『桑
名石取祭総合調査報告書』
（ 2006）.」の図面を加工
して転載しています。
「巻藁船」及び「車楽船」の図面については、
「蟹江
町教育委員会『須成祭総合調査報告書』
（ 2009）.」
の図面を加工して転載しています。
山車まつり名称の表記及びQRコードについて
・Ｐ8～89の山車まつり図鑑において、各山車まつりの名称に通
称・異称がある場合は、
【

】内に表記しています。

また、QRコードを読み取ると、あいち山車まつり日本一協議会「愛
知県の山車まつりポータルサイト あいちの山車まつり」に掲載し
ている各山車まつりのページにアクセスすることができます。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※本書に掲載されている文章・画像等の無断転載を禁止します。

令和２年度文化庁文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用推進事業）
令和２年度文化庁文化資源活用事業費補助金（観光拠点整備事業）

