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■文化的景観の区域・面積
区域 面積（ha）

選定年月日

新潟県佐渡市相川水金町、相川柴町、相川大間町、相川紙屋町、相川炭屋町、相川濁川町、
相川坂下町、相川北沢町、相川下山之神町、相川柄杓町、相川奈良町、相川嘉左衛門町、相
川清右衛門町、相川銀山町、相川小右衛門町、上相川町、相川勘四郎町、相川五郎右衛門町、
相川宗徳町、相川庄右衛門町、相川次助町、相川諏訪町、相川大工町、相川新五郎町、相川
六右衛門町、相川上京町、相川左門町、相川大床屋町、相川中京町、相川下京町、相川八百
屋町、相川会津町、相川味噌屋町、相川米屋町、相川夕白町、相川弥十郎町、相川四十物町、
相川広間町、相川西坂町、相川長坂町、相川上寺町、相川中寺町、相川下寺町、相川南沢町、
相川小六町、相川新西坂町、相川石扣町、相川塩屋町、相川板町、相川材木町、相川新材木
町、相川羽田町、相川江戸沢町、相川一町目、相川一町目裏町、相川一町目浜町、相川二町目、
相川五郎左衛門町、相川二町目浜町、相川二町目新浜町、相川三町目、相川三町目浜町、相
川三町目新浜町、相川四町目、相川四町目浜町、相川市町、相川新浜町、相川馬町、相川下
戸町、相川下戸浜町、相川下戸炭屋町、相川下戸炭屋裏町、相川下戸炭屋浜町、相川海士町、
及び相川栄町
同　下相川、相川羽田村、相川下戸村及び相川鹿伏の各一部
　水金川、濁川、間切川、大仏川及び海士町川の各一部
　右の地域に接する海域の一部

630.1

平成 27 年 10 月 7 日

追加選定年月日

所在地 新潟県佐渡市

　選定名称 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観
仮訳 Cultural Landscape of the Mining and Mining Town in Aikawa, Sado

■その他文化的景観に係る措置

　各種条例
施行年月日 平成 24 年 4 月 1 日

条例名称 佐渡市重要文化的景観整備事業受
益者分担金徴収条例

各種計画① 策定年月日 平成 23 年 3 月 31 日
計画名称 佐渡市歴史文化基本構想

各種計画② 策定年月日
計画名称

■景観法に基づく措置

　景観条例 施行年月日 平成 22 年 4 月 1 日
条例名称 佐渡市景観条例

景観計画 策定年月日 平成 22 年 1 月 28 日（平成 23 年 11
月 1 日、平成 27 年 4 月 1 日改訂）

計画名称 佐渡市景観計画

http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB18941327
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB18940743
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■価値調査報告書目次

書　名 佐渡相川の鉱山都市景観保存調査報告書
刊行年月 2015 年 3 月
刊　行 佐渡市
編集協力 奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室

目　次

第１章　調査の目的と概要
　
　
　
第 2章　相川を育んだ自然的・文化的・社会的基盤
　
　
　
　
第 3章　鉱山都市相川の歴史と文化
　
　
第 4章　鉱山都市相川の土地利用と空間の関係性
　
　
　
第 5章　鉱山都市相川の構造と変遷
　
　
第 6章　相川に育まれた町並みと建物
　
　
第 7章　佐渡相川の鉱山都市景観の本質的価値
　
　
　

第 1節　調査の目的・経緯及び対象地域概要
第 2節　調査体制及び報告書の構成
第 3節　調査検討過程
第 4節　本書で使用する語
第 1節　相川の自然的基盤
第 2節　相川金銀山の鉱脈
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第 4節　物流・往来・人口変動が生み出した相川
第 5節　小結
第 1節　相川の形成史と社会像
第 2節　相川の生活文化と地域文化
第 3節　小結
第 1節　近世・近代における土地利用
第 2節　海成段丘部における水田開発と薪炭林利用
第 3節　鉱山・町場・村方の相互関係性
第 4節　小結
第 1節　相川の都市形成と変遷
第 2節　相川の都市構造
第 3節　小結
第 1節　町並みと家屋の現在
第 2節　伝統的家屋と寺社建造物
第 3節　小結
第 1節　自然・歴史・生活及び生業の特性
第 2節　景観単位
第 3節　景観構成要素
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作成日：2015 年 9月 1日
更新履歴：

所在地 新潟県佐渡市
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更新履歴：

■建物意匠集目次

書　名 佐渡相川の鉱山都市景観　歴史を積み重ねた建物意匠集
刊行年月 2014 年 3 月
発行者 佐渡市
編集協力 京都府立大学大場研究室

目　次

Ⅰ  相川の鉱山都市景観
 
 
Ⅱ 鉱山都市の町場
 
 
Ⅲ 相川町家の外観の特徴
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ 相川を代表する伝統的町家
 
 
 参考文献
 資料編

1 町並みと建物
2 相川の文化的景観
3 冊子の構成と位置づけ
1 町並みを支える土地
2 町並みをつくる建物
3 うつり変わる町並みと、積み重なる歴史
1 はじめに
2 町家の高さと屋根
3 軒先の高さ
4 外壁の構成
5 窓（開口）について
6 庇の構成
7 庇の並び方
8 格子の形式
9 むすび
1 はじめに
2 相川上町地区の町家
3 相川下町地区の町家
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■重要な構成要素
構成要素名称 種類 景観単位 所在地 備考

厳常寺坂 街路 鉱山エリア 相川坂下町、相川下山之神町 市史跡
市道相川 168 号線（AK-168C）全線

紋兵衛坂 街路 町場エリア 相川羽田町 16 先～相川八百屋町
21 先

市道相川 125 号線（AK-125C）全線

長坂 街路 町場エリア 相川長坂町 市道相川 132 号線（AK-132C）全線
西坂 街路 町場エリア 相川西坂町 市史跡

市道相川 133 号線（AK-133C）一部
新西坂 街路 町場エリア 相川広間町・新西坂町 市道相川 136 号線（AK-136C）全線
寺町に至る石段 街路 町場エリア 相川南沢町 158 ～相川下寺町 5-2 市史跡

市道相川 106 号線（AK-106C）全線市
道相川 103 号線（AK-103C）一部

京町通り・上町の道 街路 町場エリア 相川庄右衛門町～相川八百屋町 市道相川 141 号線（AK-141A）一部
市道相川 204 号線（AK-204C）一部

相川往還 街路 町場エリア 下戸村～相川塩屋町 市道相川 31 号線（相川・佐和田線）
（AK-031B）一部
市道相川 41 号線（AK-041C）全線市
道相川 41 号線（AK-043C）全線

水金川 河川 鉱山エリア
町場エリア

選定範囲全域 二級河川

濁川 河川 鉱山エリア
町場エリア

選定範囲全域 二級河川

間切川（赤川） 河川 町場エリア 選定範囲全域 二級河川
大仏川 河川 町場エリア 選定範囲全域 二級河川
海士町川 河川 町場エリア 選定範囲全域 二級河川
奉行所のクロマツ林 植生 町場エリア 相川広間町 国史跡
大安寺のタブ林 植生 町場エリア 相川江戸沢町 1－ 6 市天然記念物（指定地番が異なる）
近代採掘施設（大立地区） 鉱山関係施設 鉱山エリア 相川銀山町 国重文・国史跡・国登録
道遊の割戸 鉱山関係施設 鉱山エリア 相川銀山町 1－ 1 国史跡
近世の坑道（宗太夫間歩） 鉱山関係施設 鉱山エリア 下相川 3－ 2 国史跡
近代採掘・加工施設（高任・
間ノ山地区）

鉱山関係施設 鉱山エリア 相川嘉左衛門町・相川宗徳町ほか 国重文・国史跡・国登録

鉱車軌道 鉱山関係施設 町場エリア 相川広間町～間ノ山 国史跡（一部）
近代選鉱・精錬施設（北
沢地区）

鉱山関係施設 鉱山エリア 相川北沢町ほか 国史跡

吹上海岸石切場跡 鉱山関係施設 鉱山エリア 下相川 国史跡・国名勝
近代の積出港（大間地区） 鉱山関係施設 鉱山エリア 相川栄町
旧相川裁判所（佐渡版画
村美術館）

官公署 町場エリア 相川米屋町 38-2 市有形文化財

旧相川拘置支所 官公署 町場エリア 相川新五郎町 24 国登録
佐渡奉行所 官公署 町場エリア 相川広間町 1－ 1 国史跡
旧相川税務署 官公署 町場エリア 相川長坂町 16 国登録
鐘楼 官公署 町場エリア 相川八百屋町 4 国史跡
上相川 集落跡 町場エリア 上相川 国史跡
相川上町（上町景観重点
保全区域）

集落 町場エリア 相川大工町～相川味噌屋町

磯部家住宅 家屋 町場エリア 相川大工町 58 重要な家屋
富田家住宅 家屋 町場エリア 相川大工町 26 － 1 重要な家屋
笹川・旧佐々木家住宅 家屋 町場エリア 相川大工町 61 ／ 62 重要な家屋
黒瀬家住宅 家屋 町場エリア 相川米屋町 40 重要な家屋
金子家住宅 家屋 町場エリア 相川下京町 20 重要な家屋
駄栗毛家住宅 家屋 町場エリア 相川会津町 10 重要な家屋
旧鉱山副長住宅（相川ふ
れあい集会所）

家屋 町場エリア 相川下京町 7 重要な家屋

左門町住宅 家屋 町場エリア 相川左門町 9－ 1 重要な家屋
新五郎町住宅 4・5号棟 家屋 町場エリア 相川新五郎町 11 重要な家屋
新五郎町住宅 8・9号棟 家屋 町場エリア 相川新五郎町 11 重要な家屋
松栄家住宅 家屋 町場エリア 相川三町目浜町 8 国登録 /重要な家屋

所在地 新潟県佐渡市

　選定名称 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観
仮訳 Cultural Landscape of the Mining and Mining Town in Aikawa, Sado
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所在地 新潟県佐渡市

　選定名称 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観
仮訳 Cultural Landscape of the Mining and Mining Town in Aikawa, Sado

鈴木家住宅 家屋 町場エリア 相川三町目 13 重要な家屋
林家住宅 家屋 町場エリア 相川下戸町 87 重要な家屋
柴崎家住宅 家屋 町場エリア 相川四町目 18 重要な家屋
こいっ茶よらん会 家屋 町場エリア 相川三町目 2 重要な家屋
近藤家住宅 家屋 町場エリア 相川紙屋町 20 重要な家屋
市川家住宅 家屋 町場エリア 相川下戸町 46 重要な家屋
西川家住宅 家屋 町場エリア 相川五郎左衛門町 6 重要な家屋
椎野商店 家屋 町場エリア 相川下戸町 50 重要な家屋
舘野家住宅 家屋 町場エリア 相川小六町 5 重要な家屋
平野家住宅 家屋 町場エリア 相川小六町 7 重要な家屋
上寺町 寺院群跡 町場エリア 相川上寺町 国史跡
総源寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川下山之神町 3
万照寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川諏訪町 34 － 1
大安寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川江戸沢町 1
法輪寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川下寺町 13
福泉寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川下寺町 15
妙円寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川下寺町 1
法然寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川下寺町 4
本典寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川下寺町 6
大乗寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川下山之神町 11
相運寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川中寺町 29
瑞仙寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川中寺町 2
長明寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川南沢町 34
弾誓寺 信仰（寺院） 町場エリア 相川四町目 8
百足山大権現 信仰（神社） 鉱山エリア 相川一町目裏町 4
大山祗神社 信仰（神社） 鉱山エリア 相川下山之神町 7
稲荷神社（関東） 信仰（神社） 鉱山エリア 相川五郎右衛門町 25
高任神社 信仰（神社） 鉱山エリア 相川宗徳町
善知鳥神社 信仰（神社） 町場エリア 相川下戸村 415
大神宮 信仰（神社） 町場エリア 相川夕白町 23
戸河神社 信仰（神社） 町場エリア 下相川 322
春日神社 信仰（神社） 町場エリア 相川下戸村 412
金刀比羅神社 信仰（神社） 町場エリア 相川五郎左衛門町 28
塩竈神社 信仰（神社） 町場エリア 相川江戸沢町 18 －子
北野神社 信仰（神社） 町場エリア 相川大工町 14・15
鎮目市左衛門の墓 信仰関連施設 鉱山エリア 下相川 852 県史跡
大日堂 信仰関連施設 町場エリア 相川海士町 4
春日崎 眺望地点 町場エリア 相川鹿伏
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所在地 新潟県佐渡市

　選定名称 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観
仮訳 Cultural Landscape of the Mining and Mining Town in Aikawa, Sado

種別 員数 所在地 告示日
新潟県佐渡市

家屋 1 棟 相川大工町 26番 1 平成 28.3.9
家屋 2 棟 相川大工町 33番 1 平成 28.3.9
家屋 1 棟 相川大工町 58番 平成 28.3.9
家屋 2 棟 相川大工町 61番、62番 平成 28.3.9
家屋 1 棟 相川米屋町 40番 平成 28.3.9
家屋 2 棟 相川下京町 7番 平成 28.3.9
家屋 1 棟 相川下京町 20番 平成 28.3.9
家屋 1 棟 相川会津町 10番 平成 28.3.9
家屋 2 棟 相川三町目 2番 2 平成 28.3.9
家屋 3 棟 相川三町目 13番 平成 28.3.9

家屋 3 棟 相川三町目 23 番、24 番、
相川三町目浜町 8番 平成 28.3.9

家屋 2 棟 相川下戸町 46番 1 平成 28.3.9
家屋 1 棟 相川下戸町 50番 1 平成 28.3.9
家屋 2 棟 相川下戸町 87番 平成 28.3.9
家屋 2 棟 相川四町目 18番 平成 28.3.9
家屋 2棟 相川紙屋町 38番 平成 28.3.9
家屋 1 棟 相川五郎左衛門町 6番 平成 28.3.9
家屋 1 棟 相川小六町 5番 平成 28.3.9
家屋 1 棟 相川小六町 7番 平成 28.3.9


