
 

 

平成 23年度第 1回文化財調査会議事録 

日時 平成 23年 8月 3日 13：30～ 

出席者 井上  菅原 釆睪 揖斐 伊藤 小谷 鈴木 

    事務局 幸田部長 江藤課長 東口館長 芳田 新田 服部 今坂 代田 

 

文化振興部長挨拶 

お暑い中，御参加ありがとうございました。日頃からのご支援ありがとうございます。

リーマンショックや大震災の影響もあり，平成 24年度の予算編成は厳しく文化関係の削減

も避けられない。限られた時間ですが，ご審議よろしくお願いいたします 

事務局 7月 1日付けで委員委嘱させていただいた。今年度もよろしくお願いいたします。

会長職については、委員の互選でお願いいたしたい。お声を戴きたいと思う。 

委員 前会長の衣斐先生を推薦いたします。 

事務局 衣斐先生、御了解いただけますでしょうか 

会長 どうぞよろしくお願いいたします 

事務局 NTT の記録保存について 5 月 10 日に冊子を受取った。資料については菅原先生

にご意見をいただきながら行った。また後で見ていただけたらと思う。 

課長挨拶 鈴鹿の文化の振興のために一生懸命やっていきたい。よろしくお願いいたしま

す。 

会長挨拶 大変お暑い中、ありがとうございます。松島の瑞巌寺に行ってきたが、震災以

前に工事が入っていて比較的大丈夫だった。文化財の保護の見直していかなければいけな

いと思った。戦争遺跡の記録保存の話もあったが、軍都としての鈴鹿市だ。記憶遺産に山

本作兵衛の記録画がなったということもある。以前話題になったプレートについては，そ

ういう見方もできるのではないか。 

  

議事 

会長 平成 23年度文化財保護事業計画について，一般文化財関係からお願いします 

事務局 今年度の年間計画ですが、主なものを資料に載せてある。（以下資料に基づき報告） 

5月，樹木診断。金生水沼沢植物群落保護増殖事業推進委員会では、新たなルール作りやボ

ランティアさんのことが課題。7月 30日には長太の天王祭について調査いただいた。金生

水沼沢植物群落観察会も行った。予約がすぐに埋まってしまい，大盛況に終わっています。

8 月には伊勢型紙資料館の展示、9 月から 10 月にも金生水沼沢植物群落の観察会を予定し

ている。9月 22日からは大黒屋光太夫記念館の第 7回特別展、10月から 11月は北勢四市

文化財調査会 11 月 2 日からは佐佐木信綱記念館特別展、1 月には文化財防火デー、防火

査察、2月に第 2回文化財調査会 金生水沼沢植物群落写真標本展 3月に第 2回金生水沼

沢植物群落保護推進員会を予定しています。 

金生水沼沢植物群落について国庫事業を受けて整備に努めてきた。ハードの整備は終わり



 

 

ました。植物相の調査に加えてボランティアを募集するということで地道にやっていきた

い。草刈やデータ収集はこれまで通りだが、これからの管理をしていく上でボランティア

の方をいかに増やしていくのかが課題。現在 2 名の方に保護増殖活動にご協力いただける

よう調整をしているところ。金生水沼沢植物群落について、17 年の井戸掘削から今年度ま

でスライドでご説明をさせていただきたい。（以下スライドで報告）啓発を兼ねて写真標本

展を行った。展示の一番最初には再生に向けての取り組みを説明した。復活に向けての活

動がなかなか軌道に乗らなかったが、平成 15年以降復活してきた。本来の沼沢の植物と外

来の植物と大きく分けて展示した。4月に観察道ができたので川岸前市長に渡り初めをして

いただいた。全長８１ｍ の観察道です。作業路にもロープをはった。踏み固められて植物

が芽を出しにくいということを防ぐために観察道を設置した。教育委員さんの視察もあっ

た。飯野高等学校の自然科学部の生徒さんも観察に来られた。クラブの活動の一環。自然

保護活動に興味を持った人を増やすことで取り組んでいきたいなと思っている。班研修の

先生方にも見ていただいた。先生方にも取り組まれる方がでることを期待して視察を実施

しました。地元の方が先生方にお話していただいた。第 1 回金生水沼沢植物群落観察会で

様子をご案内している写真です。テキストも作っていただき、ルーペや顕微鏡も持ってき

て見ていただいている。来られた方は非常に熱心に興味を持たれていた。こちらも揃えら

れるものを準備しながら、観察会ができるようにしていきたい。金生水は、今年 2 回目の

観察会を終わったところだが、沢山の方からたくさんのご希望をいただいており、予算が

非常に厳しい中ではあるが駐車場の整備が必要と考えている。やらなければならないこと

が多いがますます充実した金生水沼沢植物群落にしていきたい。 

登録有形については 7月 15日の文化審議会の答申があり佐佐木信綱生家主屋・土蔵・石薬

師文庫が登録された。国で８７０３件になったそうです。登録証と官報は後ほど送られて

くるかと思います。このことを弾みにたくさんの方に見ていただきたい。寺尾家住宅修繕

につきましては、菅原先生に御厄介をお掛けしておりますが、型紙資料館の庇が剥離して

きた。地震小屋に傾いてしまいそうなので、昨年度に緊急修繕で予算確保いたしました。

課外工事でお願いしている。菅原先生には調査会の後にご足労いただくことになります。 

北勢四市の文化財調査会についてですが、御意見を頂戴したい件がある。今年は鈴鹿が事

務局です。毎年、行っていただいているが、事務局をしていくに際して、いなべ市に意向

を確認する。毎年事務局が提案内容を決めているが、会則によると文化財調査会保護委員

会委員相互の連絡を保ち…とあるように，その年によってテーマを決めて貴重な御意見を

たまわっている取り組みですが、実際に今までも色々な御意見が出ている。まとまって誓

願していくとあるが、されていない。テーマも事務局で決めている。16 年が空欄なのは合

併のため。私たちがさせていただくにあたってどんなテーマでするか，また存続の意義と

かのご意見を頂ければとおもう。地域間にまたがることがあって進んできた協議会だとは

思うが、会長からご意見いただければとおもう。 

会長 ご質問ご意見ありますでしょうか 



 

 

委員 金生水ですが、ボランティア 2 名ということですが、植物に詳しい人とか、何か条

件をつけられているのですか 

事務局 公募はやめようということで、公募はしていません。観察会で何とか入れてほし

いと言われた方と、写真展の時に申し出られた方からです。まずは、公募しようという案

も出たが、あくまでも小さな植物を踏んでもらってはダメですから、草をただ刈ってもら

うだけではダメですから、個別にお声かけをかけせていただくということでさせていただ

いています。四日市の尾池沼沢にはたくさんのボランティアがいらっしゃるけれども、そ

の中で意見が違ったりということもあって、加田代表もいろいろとご心配いただいている 

会長 北西四市についてやるかやらないかから出発するんですか 

事務局 そのことも踏まえて提案させていただこうかと思っています。必要性やご展望、

あるいは最初の頃の目的が達成されてきているのか、その提案もさせていただきたいとい

う思いもある 

会長 金生水沼沢植物群落を見てもらうだけでも意義はあると思う 

委員 結局、各市とも負担に感じることが増えてきているのが一番の原因ではないか。各

市の文化財調査員がこんな機会でもないと情報交換する場所もないし、これを作る時にも

各市だけでなしに市をまたがっていろんな文化財のからみもあるので、こういう機会があ

れば話し合うことができるだろうというのがメリットだったと思いますし、保護行政の中

で、そのころは県からも来ていたので、北勢地区として要望するということもあったと思

う。行政サイドの県に対する要望とは違った意味であった。だから価値はうまく使えばあ

ると思う。鈴鹿市は国府とか国分寺とか発掘調査が進んでいる、四日市は郡衙、亀山は関、

古代のことで 4 市と歩調を合わせて進めることもできる。探せばいろんなことで共通のこ

とがあると思う。時代がせちがらいですから、もういい加減に…ということもわからなく

はない。価値を委員の方が考えられたらやる価値はあると思う。 

会長 市によって時期もまちまちですよね 早くお知らせしないといけない 

事務局 日取りは 10月の中くらいで考えている。準備は進めている。テーマを見てみても

金生水沼沢植物群落はないので、見ていただきたいと思う。事務局で運営の方向を相談し

ていきますが、やはりテーマを探していくべきだというご意見ならば。アンケートも存続

も含めて書いていただこうかと考えておりました。具体的なテーマと同時に存続やあり方

についてもアンケートを取らせていただきます。お手数をかけますがアンケート調査にも

ご協力ください。集まって良かったなと思えるテーマを設定したい。 

会長 やめておこというご意見はないですね？ 

会長 埋蔵分関係についてお願いします 

事務局 埋蔵文化財の事業ですが、埋蔵文化財の発掘調査事業で市内遺跡発掘調査と緊急

発掘調査 2 つに分けている。６００万円事業で実施している市内遺跡発掘調査事業は、国

史跡である伊勢国府跡調査を毎年実施。伊勢国府跡は，今年度は遺跡の 1 番北側のカナヤ

ブと読んでいるあたりの遺構の有無確認をしている。個人住宅については市内の届け出に



 

 

基づいて行っており、岡太神社と磐城山遺跡を行っている。範囲確認調査は個人住宅が多

い。エコポイントの関係で駆け込み需要があった。緊急発掘事業については、開発に伴う

発掘調査ということで、まず平田遺跡ですが宅地開発に伴うものです。門山遺跡も宅地開

発に伴い実施済み。岡太神社も宅地開発に伴い調査済みです。これらは規模が小さなもの

です。保子里遺跡は 6次調査で回生病院の託児所の増設に伴う調査です。6月に終了してい

る。今後の予定としては木曽田遺跡・本郷遺跡、こちらは平田の中学校の移転に伴うもの

です。面積などについては決定していない。十宮古里遺跡については、神戸中学校の旧校

舎取り壊しに伴うもの。埋文への影響が出てくるということで、今年度中に着手をしたい。

寺山遺跡については複数の遺跡がふくまれるが、国分町から高岡台に抜ける市道の拡幅工

事に伴うものです。県道の四日市鈴鹿環状線の間ということになる。範囲確認調査という

ことで拡幅部分に遺跡があるかどうかの確認調査を秋に行いたい。以上が発掘調査ですが、

急遽起きてくることもあるので，これ以外にも出てくるかもしれません。 

埋蔵文化財の保護協議手続きについてですが、文化財保護法や遺失物法に基づいて行って

いる。発掘届・通知を受理している。遺物の発見届を出し、認定を受けて譲与申請を出し

て鈴鹿市の財産として決定される手順になっている。開発が計画された段階で調整に努め

ている。遺跡地図の更新については HP の地理情報で公開している。遺物整理については

報告書を刊行することが義務付けられており須賀遺跡を本年度は 294000円で作成中。小規

模調査については年報に掲載する。過年度調査資料については平田送水場や国分寺跡の整

備に着手している。公開普及については、博物館の中で埋文業務を行っているので、各種

公開活動を行っている。速報展とスライド説明会はすでに終了している。発掘調査の成果

については 2021年の 3月に公開を予定している。現地説明会では、今回は夏休み子ども探

検博物館で磐城山遺跡を見学していただく。対象は大人の参加も歓迎。博物館 HP におい

て、速報は配信させていただいている。 

史跡の保存修理管理についてですが、伊勢国文二跡歴史公園整理で須賀 27年完成を計画し

ている。50500千円の予算を計上している。3年目になるが今年度でほぼ遺構保存のための

盛り土造成を完了。来年以降は具体的な遺構表示になる。市の単費で持っている 1210千円

の予算は，ほぼ除草管理を行っている。芝などの管理も今後増えてくるだろう。伊勢国府

跡政庁の除草管理は 220 平米が市の保有地なので除草管理している。王塚古墳や西野の五

号墳は国と市の文化財、考古博物館で管理している。諸手続きについては現状変更が出て

いる。西野の五号墳ですが、文化財保護法について埋蔵文化財業務について担当している。

今回は埋蔵文化財の手続きの際に明らかになってきたもので、国の史跡である王塚古墳で

すが平成 19年から考古博物館の管理台帳にあるので特例的に考古博物館から現状変更手続

きをする。史跡の概要ですが、王塚古墳のすぐ南側にある西野の五号墳は前方後円墳です。

周囲には「ばいちょう」とされている円憤 5 基がある。当時の古墳群の様子を良好にとど

めているということで、指定されている。市道３１８号線の一部が西野の五号墳の北側に

隣接するということで、工事に伴い案件が上がってきた。側溝がありまして U 字溝の改修



 

 

を行いますので、史跡側をわずかに掘削する必要があるということで現状変更の必要が生

じました。工事内容ですが指定北側に道路がありますが側溝の改修にあたって、現在は道

路面から 75cmに底面がありまして、それを改修いたしまして幅 68cm深さ 126cmのもの

に変えるということです。集水枡がその両側につくということです。あくまでも史跡外の

工事ですが、わずかに史跡を削らないといけないということでのご報告です。重機等が近

隣の古墳に乗り上げたりしないようにということと、埋蔵文化財職員が立ち会うことを条

件に問題ないと判断している。伊勢国府跡の史跡の追加指定についても求められている。

また、県の史跡であります白鳥塚ですが、近々に指定文化財の所有権移転が行われる。石

丸野古墳は未指定ですが、農水省が財務省への移管を考えているということで、上げさせ

ていただいた。開発の話も上がってくるかと思う。この古墳の上に桜の木があり、その害

についても聞き及んでいる。博物館事業については、別紙のとおり今年度の事業を計画し

ております。緊急雇用創出事業でございますが、おもに史跡の維持管理ということで作業

していただいております。今年度 3 年目ということで、史跡等の清掃活動などをしていた

だいております。 

会長 何かご意見ありますか 西野の五号墳は？ 

委員 おそらく鈴鹿市内で一番古墳としてよく残っている場所だと思います。大変貴重な

ものです。今回の処置は、こんなことまでするのかと思われるかもしれないが、当時の土

が残っているところなので、ちょっとの所でも非常に大事なことなのです。公共事業でき

ちっとやることが、民間事業についてもやっていただくことにつながるのです。 

委員 石丸野古墳、遺跡台帳には登録してある？ 

事務局 あります 

委員 大きさは？ 

事務局 ３０Mくらい。本来は円憤 

委員 桜の木はその上に植えたの？周りは？？ 

事務局 道路です。 

会長 座頭塚と読んでいるところですか 

事務局 「ふじやまさん」とよばれているところです 

会長 文化財調査についておねがいします 

委員 5月 18日と 19日に樹木医 2名と文化課と共に 2日間で調査しました。まず大木神

社の椎の森ですが、森の代表木の椎の木ですが、右側と左側に大きな椎 2 本あったのです

が、左側は再起不能で害虫も入ってくるので、切った方がよいだろう。右側は中の方に枯

れ枝がたくさんあったりしている。上の方は白く見えているのは花が咲いている。北側の

椎の木林は非常に下をきれいに刈ってもらってあり、前回調査の時に印をつけて切っても

らって、非常に風通しと木漏れ日がうまく入ってくるようになった。次世代の木が育って

くるには良い環境にしてもらった。ただ、除去した不要木は積み上げられており、ここは

害虫のすみかになるので処分していただくようにお願いしなければいけない。地元頼みだ



 

 

けではいけないが、社の周りについてはきれいに整備され良好な状態を保っていただいて

いる。ただ社から離れた畑家との境界部分は栴檀やアカメガシワがのさばっていて伐採し

ないと中が全然育たなくなってくる。これを切っていただかなければならないな。またテ

ングス病がところどころに発生している。これは移りますので、早く切ってもらって焼却

処分してもらわないといけないと考えています。木の勢いがなくなるとキノコが生えてき

ます。若い木はないのですが年を取った椎の木にはでてきているので、キノコを採ったり、

害虫を駆除したり、弱っている枝を切って上を小さくするとかの方法を対応しなければい

けないと考えています。カミキリムシが一番食害が大きいです。卵をうみつけられた幼虫

が中を食いつくすというのがカミキリムシの食害です。カミキリムシが入らないようにす

るとか、飛んでいる成虫を駆除するとかの方法しかないですが。文化課と連絡を取りなが

らうまくしてくれていますので、何とかこのままずっと森の形を保っていてくれるのでは

ないかと思っています 

石薬師の蒲桜ですが、大きい木は 2 本です。これについても地元の方が中心に管理しても

らっている。木自体は元気が良くて問題ないが、良く見ると色々あります。枝が延びてい

くが、地面の範囲が限られているので、下を広げるか上を小さくするかしなければいけな

し。枝がたくさん分かれているので、下が欝蒼とする状況で、中に日が当らずキノコがつ

いたり害虫が入ったりしてします。そういうのがところどころありますので、放っておい

ても木のためにならないので全部切って中をすっきりする必要があります。隣の家の電線

が、枝が延びて引っかかってきてる。枝を切るか線をのけるかしかないのですが、できた

ら電柱をたてて線を迂回してほしいとお願いしている。現状では花もきれいに咲いている

ので、このままの状態で特に問題はないが、木の勢いがなくなってキノコが生えている枝

などあり、防腐剤を塗りこんでいるところです。害虫被害で何ともならないというところ

まではいってないがアブラムシやコスカシバとか樹液を吸い取って行ったり，ガの幼虫と

かもおりますので、消毒も考えていかなければいけない。比較的良好な状態ですが。 

19 日には庄野の川俣神社のスダジイです。3 年くらい前からカミキリの食害がひどくて，

それの治療に取り組んでいます。平成 2０年の 5月の写真と先日の調査の写真をくらべてい

ただければ、ずいぶんカミキリムシにやられてダメになった枝があったんで切りました。

茶色っぽい薄い緑の枝は新緑ではなくて栄養がいかなくて免疫のない枝なのです。北は民

家の庭の方へ枝が出てましたので，だいぶ切りました。枝自体は小さくなったのですが，

幹は変わっていません。こんな一本の椎の木は珍しい。盆栽のようにずんぐりむっくりで，

形的にも貴重で、一体何年たっているんだろうという感じなんですが。まぁ、年々樹木医

さんがカミキリを集めてくれているんですが、年々集まる数が減ってきていて，効果が出

ていることになる。若い枝の根元には養分が集まるのでそこに卵をうみますので、カミキ

リムシの嫌がる薬を塗っています。外にでていく時に穴をあけていくので、そこからキノ

コがはいってキノコがはえてという悪循環。大部回復してきているという感じを受けてい

る。防水処置もしているが、それでも水がしみてキノコが生えかかっているので塗り直し



 

 

もしなければならない。カミキリムシの食べた木くずも確認された。椎の木の根がいって

いるか確認した。椎の木は人が歩く境内にあるので時々掘り起こして柔らかくして肥料を

入れてやるという対応が必要。前よりはだいぶ元気になってきた。協力的にやってもらっ

ているので、このまま行けば維持できるのかなとおもっている。 

西の城戸の柊ですが、一般家庭の裏庭にあたるところに柊の大木があり、道に面している

ので道にすぐ枝がでてくる。毛虫とカイガラムシの害虫が確認できたが、それによって木

がダメになるという状況でもないので消毒で対応できるのではないか。 

全般的に見ますと地元の人と文化課でうまく連絡をとって対応してもらっているのでそれ

ぞれに何とか維持できそうな状況にあると思います。 

会長 船南寺のアイナシはどうなりました？？ 

委員 大部枯れ枝が多くてね，このままではちょっと現状維持は難しいなということで、

かといって話もできにくそうで。  

事務局 樹木医さんには 5 月から行っていただいているのですが、結果をもとに消毒して

いただきたいとか剪定していただきたいとかについては，文化課の方で訪問してお願いし

ているのです。船南寺さんは消毒はしていただいているそうです 

会長 伊奈冨神社の調査についてお願いします 

事務局 続きまして伊奈冨神社庭園調査についてですが，資料は 25頁にございます。 

伊奈冨神社から，倉庫を建てたいとの申し出があり，県の担当者とともに位置を検討する

ため訪問いたしました。倉庫の建設位置についてはまだ決まっていませんが，調査の際に，

県史跡に指定されている七島池の島の形が急激に変化していることが判明しました。資料

の三社絵図を見ていただきますと，その古地図では 1番目と 2番目の島は，ほぼ同じ大き

さですが，写真を見ていただくと 2番目の島がかなり小さくなっているのがわかります。

写真にもありますように，島の上の木が枯れて倒れる時に，一緒に土をもっていってしま

うのではないかと思います。島の成り立ちについて詳しいことはわかっておりませんが，

昔，池の水抜きをしていた記憶があると地元の方が仰っていましたので，その際，取り除

いたヘドロを島に盛っていたのではないかと予想されます。水抜きをすれば池の水もきれ

いになり，島の状態も維持できるのではないかと考えられます。島にトレンチを入れて，

層が確認できれば，今後の管理の方針の参考にできると思いますので，候補の島でその調

査を実施したいと考えています。島の状況が危機的ですので，倉庫の建設場所については

保留にし，島の調査を優先する予定です。 

会長 写真の手前にある島が，調査候補の島ですね。 

事務局さん そうです。大正時代に祠を設置していたそうで，橋がかけてあるので容易に

渡れます。 

委員 台風や木が育ちすぎていることも，島が小さくなる原因かと思う。 

ヘドロを島にかけていたのではないかということは，以前，文化庁の調査官も言っていた

と思います。 



 

 

委員 魚はいるのでしょうか。 

委員 鯉がいます。 

委員 閉鎖水域ですね。EMAでしてみたのですが、東大寺などは数か月できれいになった

のですが、こういう閉鎖水域では難しいですね。 

会長 トレンチの工法については？ 

事務局 また相談して決めたい。地元の方と協力しながら，木も伐採した方がいいと思い

ます。 

会長 市指定文化財候補についてですが 

事務局 30 日に諸戸先生と小谷先生に行っていただいて調査させていただきました。地元

さんとの調整もありながらですが、地元さんは後継者不足でお金もかかるということでご

相談があった。取り仕切りをしている自治会長さんからは、今年から女の方が山車に乗っ

ているし、1時間時間を早めたということだった。委員先生からご感想を。 

委員 どういう形で進んでいくのかわからないが、良くわからない，納得がいかない点が

あった。10年ほど前に拝見しているが、山車が神社に 3つ並び梵天を立てて獅子舞をする

ということで、口とりと獅子とでするのですが、口取りは時々落ちかかるというパフォー

マンスをする。普通のところは獅子舞を平らなところでするので、珍しいやり方だとはい

える。ただ、３つある山車のまん中が雄獅子で両側が雌獅子で、舞が違う。山車の前の幟

や旗があるが、国旗がかかってるのは、あまりみたことがない。それから、梵天を建てる

ということですが、よくわからないのが須賀神社って書いてあった。よくわからないこと

が多い。400年前からだといわれていたが、昔の書いたものがあれば比べられるのだが、見

つかっていないということです。とても面白いし貴重な行事ではあるのですが、良くわか

らない部分が多い。 

事務局 市の指定については何かありますか？ 

委員 獅子舞の話が出てましたけど、民俗的な意味合いの強いもので、組織的に大きくや

られてなくて後継者がいなくなってきている行事が多いのではないか。山間部を含めた広

い範囲であるんじゃないかと思うのですが，記録保存で残すことも大事だが，可能であれ

ば伝統芸能として地元で維持していただけるような方策の一つとして市の指定文化財とい

う方法もあるかと思うのですが。出来るだけ市としてもアンテナ広く立ててやっていった

方が良いのではないかと思います。本当に人が少ないところですとどうしようもないとい

うこともあるのですから。 

会長 民俗的なものは消えていきやすいですからね 

会長 平野では津島からお札をもらってきてお札をお風呂に入っているところに持ってい

くという行事があったそうです。 

委員 後継者不足は深刻なんだろうなと感じていた。口取りが落ちるなんて昔はなかった

と思うんですよね。記憶にないです。だんだんアレンジされてきたんかなぁ。ただ、時々

落ちたという話はきいてますが、今ってわざとですよね。ああいうのは昔からあったのか



 

 

どうか。大部変わってきたという印象がありますね。放っておいたらどんどん衰退してい

くのだろうな。 

委員 人の数とか，全然 10年前とは全然違うんですよね。 

委員 昔は子どもが山車の上にのって、それが楽しみだったのですが、それもなくなって。 

翌日には獅子と回るじゃないですか、あれが本当は主なんじゃないかしら。 

委員 そうですね。津島でも翌日があって、前日はお金持ち、翌日はお金がない人。階層

が違うんです。 

会長 日にちはどうですか 

委員 仕事がある人が多いからかな ずっと 1日にしていたけれど，いまは土日ですね。 

会長 土曜日になったそうです 

委員 鈴鹿海軍工廠のプレート、地元の自治会長が何とかしてくれと言われてもいるので、

来年は７０周年でもあるので、ぜひ指定をと思う。あと、現地にしつこく残っているもの

で指定可能なものは登録文化財として、残せるものは残していったらどうかと思うのです。

考古博物館ですが，鈴鹿で出た参宮街道沿いの銅鐸が出土した場所がわかりまして、その

土地がどこの土地なのか調べてもらっているのですが、県の指定の銅鐸が出た場所が指定

になっていることもあるし、史跡にでも指定して看板を作ってその場所を大事にしていけ

たらなぁと思うのですが。今は、その場所は空き地になっています。将来そこに家が建っ

たとしても大丈夫です。 

会長 戦争遺跡の冊子は増刷したりする話がありましたね 

事務局 70 周年事業で企画書を提出しながらです。市長も代わり新たに提出し直しで、企

画に提案しています。 

会長 これで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 


