
 

 
令 和 ４年 ３月 ２５日 

中部地方整備局建政部 

浜 松 市 同 時 発 表 

 
 

 
 

静岡県浜松市は３月２６日より、「歴史まちづくりカード（歴まちカード）」の配布を舞坂

宿脇本陣で開始します。歴まちカードは歴まち認定都市※ の象徴的な風景写真や歴史

まちづくり情報を紹介したカード型パンフレットであり、中部地方整備局と中部地方の歴

まち認定都市が連携し、Ｈ２９年１０月に全国で初めて発行しました。３月２５日に認定を

受けた浜松市は、中部地方（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）で１７都市目の発行とな

ります。 

※地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に定める歴史的風致の維持及び向上に関する計画の認  

定を受けた都市  

 

１． 浜松市発行の歴まちカードの概要 

（１）配布開始日：令和４年３月２６日（土）～ 

（２）配布場所等：舞坂宿脇本陣 ９時から１６時まで 

※毎週月曜日休館（月曜日が祝休日の場合はその翌日） 

（３）配布方法：１人１枚 手渡し 無料（予定配布枚数 15,000 枚） 

             ※詳細は別紙１（浜松市記者発表資料）を参照 

 

２． 歴まちカード発行都市一覧（中部地方） 

別紙２を参照 

 

【配布先】   中部地方整備局記者クラブ 

 

【問合せ先】 

（浜松市発行歴まちカードにかかる問合わせ先）  

●浜松市 都市整備部 土地政策課 （戸田、平野）TEL: 053-457-2656 
 

（歴まちカード全般にかかる問合わせ先） 

●中部地方整備局 建政部 計画管理課（新田
しんでん

、西堀）TEL: 052-953-8571 

 

 浜松市で歴まちカードの配布を開始します！ 
～中部地方の歴まちカードの発行都市が１７都市に拡大～ 
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令和４年３月２５日

浜松市都市整備部 土地政策課 

浜松市市民部 文化財課  

報 道 発 表

同時発表 

国土交通省中部地方整備局

浜松市歴まちカードを発行します

市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」

「歴史まちづくりカード（歴まちカード）」は、歴史的風致維持向上計画認定都市（歴まち認

定都市）の象徴的な風景写真や歴史まちづくり情報を紹介したカード型パンフレットで、歴史ま

ちづくりに取り組む都市の魅力を PR するため、国土交通省中部地方整備局と中部地方の歴まち

認定都市が連携し、平成 29 年 10 月に全国で初めて発行したものです。 

浜松市では、今年３月 25 日に「浜松市歴史的風致維持向上計画」を策定し、文部科学大臣、

農林水産大臣及び国土交通大臣に認定を受けたことから、中部地方では 17 番目の歴まち認定都

市となり、このたび歴まちカードの配布を開始することになりましたのでお知らせします。 

記

1. 配布開始日

令和４年３月２６日（土）

2. 配布場所

舞坂宿脇本陣

 開館時間…午前 9時から午後 4時まで

 休 館 日…月曜休館日(月曜日が祝日、振替休日の場合はその翌日)

3. 配布について

１人につき１枚を手渡ししますので、希望される方は上記配布場所にてスタッフにお声かけく

ださい。なお、料金は無料です。 

4. 歴まちカード予定配布枚数

15,000 枚

5. 中部地方の歴まち認定都市

愛知県…犬山市、名古屋市、岡崎市、津島市

岐阜県…高山市、恵那市、美濃市、岐阜市、郡上市

三重県…亀山市、明和町、伊賀市

静岡県…三島市、掛川市、伊豆の国市、下田市、浜松市

6. カードデザイン

別紙の通り

7. 問合せ先

歴まちカードに関すること：土地政策課 歴史まちづくりグループ 平野 (℡ 053-457-2656)

文化財に関すること：文化財課 文化財保護グループ 牧野 (℡ 053-457-2466)

別紙１
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市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」

【参考】浜松市の歴史まちづくり カードデザイン 

表 

裏 



歴まちカード発行都市一覧（中部地方）

●高山市、亀山市、犬山市、恵那市、美濃市、明和町、
岐阜市、郡上市、名古屋市、伊賀市、岡崎市、三島市、
掛川市、伊豆の国市、下田市、津島市、浜松市

各都市1種類

＜１．高山市＞ ＜２．亀山市＞ ＜３．犬山市＞ ＜４．恵那市＞

＜６．明和町＞ ＜７．岐阜市＞＜５．美濃市＞
＜８．郡上市＞

＜９．名古屋市＞ ＜１０．伊賀市＞

＜１４．伊豆の国市＞

【カード表面】

＜１１．岡崎市＞

＜１３．掛川市＞

＜１２．三島市＞

【カード裏面】

別紙２

＜１７．浜松市＞

＜１５．下田市＞ ＜１６．津島市＞



県 市町村 カード種類 配布場所 配布情報

愛
知
県

犬山市 旧磯部家住宅復原施設
犬山市大字犬山字東古券72

○配布時間：9時～17時
○定休日 ：年末年始
○ＴＥＬ ：0568-65-3444

名古屋市 有松・鳴海絞会館
名古屋市緑区有松3008

○配布時間：9時30分～17時
○定休日 ：4月～11月は無休（臨時休館日除く）､

12月～3月は毎週水曜日、年末年始
（水曜が祝日の場合は翌日休館）

○ＴＥＬ ：052-621-0111

岡崎市 岡崎城受付
岡崎市康生町561-1

○配布時間：9時～17時
○定休日 ：12月29日～12月31日
○ＴＥＬ ：0564-22-2122

津島市 津島市観光交流センター 他１箇所
津島市本町1丁目52-1

○配布時間：9時～17時
○定休日 ：月曜日
○ＴＥＬ ：0567-25-2701

岐
阜
県

高山市 飛騨高山まちの博物館
高山市上一之町75

○配布時間：9時～19時
○定休日 ：無休（臨時休業有）
○ＴＥＬ ：0577-32-1205

恵那市 岩村まち並みふれあいの舘
恵那市岩村町263-2

○配布時間：9時～16時
○定休日 ：月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館）
○ＴＥＬ ：0573-43-4622

美濃市 美濃市観光案内所「番屋」
美濃市加治屋町1959-1

○配布時間：9時～17時
○定休日 ：年末年始
○ＴＥＬ ：0575-35-3660

岐阜市 岐阜公園総合案内所
岐阜市大宮町1丁目39

○配布時間：9時～18時(3～11月)9時～17時(12～2月)
○定休日 ：年末年始
○ＴＥＬ ：058-264-4865

郡上市
郡上八幡旧庁舎記念館
（旧八幡町役場）
郡上市八幡町島谷520-1

○配布時間：8時30分～17時
○定休日 ：12月29日～1月3日
○ＴＥＬ ：0575-67-1819

三
重
県

亀山市 関宿旅籠玉屋歴史資料館
亀山市関町中町444-1

○配布時間：9時～16時30分
○定休日 ：月曜日・年末年始
○ＴＥＬ ：0595-96-0468

明和町 さいくう平安の杜
多気郡明和町大字斎宮2800

○配布時間：9時～16時（入園は15時30分迄）
○定休日 ：月曜日、年末年始

（月曜日が祝日の場合は翌日休館）
○ＴＥＬ ：0596-52-7126

伊賀市
伊賀上野観光インフォメーショ
ンセンター（だんじり会館内）
伊賀市上野丸之内122-4

○配布時間：9時～17時
○定休日 ：12月29日～1月1日
○ＴＥＬ ：0595-26-7788

静
岡
県

三島市 三嶋大社宝物館1階
三島市大宮町2丁目1-5

○配布時間：9時～16時
○定休日 ：展示室（2階）は不定休、1階は無休
○ＴＥＬ ：055-975-0566

掛川市 掛川城券売所
掛川市掛川1138-24

○配布時間：9時～16時30分
○年中無休
○ＴＥＬ ：0537-22-1146

伊豆の国市
伊豆の国市観光案内所
（伊豆長岡駅前観光案内所）
伊豆の国市南篠780-3

○配布時間：9時～16時
○年中無休
○ＴＥＬ ：055-944-6937

下田市 旧澤村邸
下田市3丁目16-10

○配布時間：10時～16時
○定休日 ：水曜日
○ＴＥＬ ：0558-25-4600

浜松市 舞坂宿脇本陣
浜松市西区舞阪町舞阪2091

○配布時間：9時～16時
○定休日 ：月曜日

（月曜日が祝休日の場合は翌日休館）
○ＴＥＬ ：053-596-3715

歴まちカード配布施設一覧




