
 

 

鈴鹿市文化財調査会２回議事録 

 

２０１２年２月２１日 １３時３０分から 

 

会長挨拶 

大変お忙しいところありがとうございます。暦の上では春めいてまいりましたが、まだま

だ寒い日が続きます。よろしくお願いいたします。 

 

文化振興部長あいさつ 

こんにちは。お忙しい中、ありがとうございます。市制７０周年を迎えイベントを開始し

ています。考古博物館や大黒屋光太夫記念館で特別展も行う。文化財の「財」という字は

宝という意味がある。宝として市民に分かりやすく伝えたり、町づくりや地域の活性化に

生かすのも行政の役割かと思う。ボランティアの皆さんも高齢化で、後継者不足も始まっ

ている。委員の皆様のお知恵をいただきながら進めていきたい。 

 

会長 一般文化財関係についてお願いいします 

事務局（文化課） 文化財保護事業について，伊勢型紙の養成事業は、国から５４０万の

補助をいただいていたが、今年度より１０００万円の補助をいただくことになった。伝承

講座は、５０回の講座を７０回に増やした。糸入れ研修生選考会を行い、公募から３名増

えた。研修生は１１名になった。「伊勢型紙と寄せ小紋」展を行った。市制７０周年記念事

業で文化会館を会場に「伝承の極み」展を行う予定。 

金生水沼沢植物群落は、２２年度をもって国の補助事業が終了した。今年度は、継続的な

調査とともに観察会を４回させていただいた。金生水の写真展を開催する。 

指定文化財は、昨年４月に考古資料２点が加わり、合計９４になった。登録文化財に佐佐

木信綱生家・土蔵・石薬師文庫が登録された。 

環境整備委託事業は、金生水調査会の皆様に環境整備と調査をお願いしている。防火査察

と消防訓練も行った。 

調査については、樹木調査５件を行った。長太の天王祭に C 先生・E 先生に行っていただ

いた。伊奈富神社の七島池で氏子さんたちとともに調査を行った。夜夫多神社の馬の砂か

けには会長と E先生に行っていただいた。後ほどご報告をいただく。 

施設関係では、佐佐木信綱記念館では「信綱と言の葉の道」という特別展を行った。定五

郎資料室は、展示が傷んでいるので整備の課題を抱えている。稲生民俗資料館は、例年通

りの開催内容。地元の人たちと協議しながら工夫していかないといけない。伊勢型紙資料

館は、保存会で保存事業をして頂いている。蔵に接する屋根の損傷があり、予算を組んで

修繕を今年中にしていく予定。庄野宿資料館は、２階部分の傷みが激しく、安全管理の面

から調査する必要があるので、２４年度には調査を実施する予定。傷み具合を調査したう



 

 

えで今後の開館についても考えていく。大黒屋光太夫記念館は、第７回の特別展「黒船が

連れてきた漂流者」を行い、たくさんの事例から外交の裏に潜んだ漂流者の活躍を浮き彫

りにする展示を行った。 

寄贈資料は，佐佐木信綱記念館に、福岡法重氏のお孫さんからご寄贈いただいた。初代四

日市高校の校長先生で校歌を信綱に依頼している。信綱全集の普及にも努められた方でも

ある。飯田恒治さんは大正１４年生まれ，直接の信綱のお弟子さんで、掛け軸３本やはが

き、封書、木彫、関係書籍、計１７６点をいただいている。国鉄の機関士だった。椿一郎

に師事する中で、信綱から直接指導を受けた。鉄道人でなければ読めぬ歌と信綱が評価し

て、作歌に励まれた。椿氏から飯田氏が譲り受けた貴重な資料も頂いた。また，鈴鹿海軍

工作科作成という軍艦陸奥の模型も頂いた。 

会長 何かご質問などはございますか 

委員 A 観察会は，たくさんの方がこられていますが，将来ボランティアやってきて下さる

方はいらっしゃいますか 

事務局（文化課） お二人，お手伝い頂いております。ご協力いただける方を徐々に増や

していきたい 

会長 庄野宿資料館の２階というのは一般の方は入れてないですね 

事務局（文化課） 点検のときには２階が落ちるといわれたのですが、太い柱が腐ってい

るのか、畳だけなのか。雨漏りがあり、荒れ果てた状態にはなっています。 

会長 では埋蔵文化財の関係を。 

事務局（考古博物館） 市内遺跡発掘調査は、国県の補助を得ながら実施している。伊勢

国府跡の発掘調査は学術調査として今年度で２０年目。遺跡の一番北にある「かねやぶ」

と称している山林部分の調査を行い、溝の一部を確認した。個人住宅関連の発掘調査は，

国分西遺跡は進行中。範囲確認調査は２２件実施している。２２年度は３８件だったので

若干減っている。緊急発掘調査については、民間・公共さまざまなものがある。宅地造成

に伴う平田遺跡は完了している。平野町にある平野城跡のすぐ近くの門山遺跡も完了。保

子里遺跡は国府町の回生病院の託児所の増設に伴うものだが完了している。平田野中学校

の移転改築に伴う木曽田遺跡は進行中。範囲確認調査は、寺山遺跡は高岡からの道路拡張

に伴うもの。平野城跡の東側の門山遺跡は、古墳や堀の跡や井戸などが検出されている。

須賀遺跡は宅地造成に伴うもので完了した。事務手続き的には、工事を行う時に必要な発

掘届は１０９件出てきている。発掘通知が１１件。遺失物法に基づく手続きで、発見届は

１５件。半年後に譲与申請で文化財として剰余を受ける。各種開発の事前協議にかかわる

開発審査会などは随時実施している。遺跡の範囲はめったに変わらないが遺跡地図をもと

に調査するので随時更新している。最終的な成果品である報告書については伊勢国府跡１

４と須賀遺跡の刊行を予定している。年報１３号にその他は収録予定。過年度調査資料の

整理については、平田遺跡、保子里遺跡などを整理中。公開普及については、速報展期間

中にスライド説明会を行った。サポート会で講演会を行ったり、イベントに合わせて講演



 

 

会を開催したりもしている。８月１１日に子供体験博物館の一環で盤城山遺跡の発掘現場

を見ていただいた。長者屋敷遺跡については２月に行った。史跡の保存について、伊勢国

分寺跡公園整備は、国県の補助を受けながら実施している。今年度は、ほぼ基盤整備が完

了する。保存整備検討委員会を設けている。伊勢国分寺跡や伊勢国府跡の除草管理を行っ

た。王塚古墳、西ノ野５号墳、それぞれ国と市の史跡であるが、近年桜の木がのびて電線

に届く状態で日常管理の延長として剪定を実施した。現状変更については、市の史跡の西

ノ野５号墳の現状変更があり、来年度以降実施となる。伊勢国府跡についてであるが、約

７万平米の指定範囲にその周辺を追加してはどうかという文化庁からの強い声があった。

白鳥塚古墳は、大部分は加佐登神社の所有だが、民間会社が倒産したことで所有権がどう

なるか危ぶまれていたが加佐登神社が取得し、県史跡の部分はすべて加佐登神社の所有と

なった。博物館事業について、中野川流域の考古学を現在開催中。３月２２日から発掘さ

れた鈴鹿２０１１を行う。３月２５日には講演会を行う。 

会長 なにか質問はございますか 

（質問なし） 

事務局（考古博物館） 石丸野古墳は、周囲に民家・工場が密集している２０平米位の土

地。規模は墳丘の長さが３８．３メートルあった前方後円墳で，周溝を含めると全長４６．

３メートル。現在は未指定で、後円部のみが残っている。５世紀後半くらいのものと言わ

れている。三重県史跡名勝天然記念物調査会の鈴木敏雄さんによると、もと国有林で、昭

和３年に払い下げられ、戦時中に海軍用地になった。終戦後は農地として払い下げられ、

現在、古墳の部分のみが農林水産省の所管。石碑と説明板がある。昭和６１年の石碑には

鈴鹿市教育委員会の文字も刻まれているが、名義のみが使用されたもので地元有志で建立

したもの。古墳の周囲はコンクリートブロック積みで、平野の自治会で除草しているが、

かつては鈴鹿市から助成金が交付されていた。桜が伸長してきており、平成２３年に四日

市農林により東側のさくらが伐採された。農水省側としては、古墳は農地ではないので所

有する理由がないということで、財務省に移管し、一般競争入札で譲渡していく予定。そ

の際、古墳が邪魔になるので，古墳は農水省で撤去の予定。譲渡先が公共の場合、古墳の

撤去は不要とのこと。鈴鹿市が取得する気があるのかどうかが注目されている。文化財調

査会におはかりして、市の財産として保存すべきかご審議いただきたい。 

会長 A先生，如何ですか。 

委員 A 現地に行きました。残念ながら戦後の開墾で前方部がとられたんでしょうね。推薦

候補として市の指定に足りるかどうかは悩ましいのですが、鈴木先生が書かれたものにつ

いては信頼度が高いと思っている。前方部がないのが悩ましい。今年になって地元のボラ

ンティアの会がなくなったということだが、石碑もあってきちっとされている。今、市が

譲渡を受けなかったらどうなるか、古墳と分かっていて破壊行為をするということです。

まずは，調査をしなければならない。5世紀ごろと言われているでは根拠にならない。墳丘

の測量図をしなければならないし、伊勢国府の調査の時のように奈良の文化財研究所にお



 

 

願いしなければならない。表土をはげば葺石があるかどうか分かりますし、埴輪がでれば

その有無も確認できる。濠の部分を１か所か２か所でも掘って欲しい。国府とか国分寺が

成立する前段階での鈴鹿の姿を、はっきりすることができれば、地元の保存の声にこたえ

ることにもなり、鈴木敏雄先生の意向にもこたえていくことになり、それが私は良いんじ

ゃないかと思う。不完全な形のものをなぜ指定するのかという意見も必ず出てくると思う

が、大手ふって答えられるように行政が対応するべきだと思う。科学的なことをやってデ

ータを整備するのが良いと思う 

会長 指定物件に相当するのかは悩ましいが、取得には前向きに、調査会としても結論出

して良いということでよろしいか。後円部の高さ５メートル、いまだ手が入っていないと

鈴木先生の記述がありますが、盗掘されていないということは、それだけ貴重ということ

なのでしょう。 

委員 A ただこれだけで盗掘をまぬかれているかどうかはわからないですけどね。盗掘があ

るかどうかは、表土をめくってすればわかります。今後１００年をどういう形で伝えてい

くのかというのがこれから考えていくことだ。また、管理していく時に市としてどのくら

いの経費が必要か、地元でもう一度ボランティアを復活してもらえないか、という協議も

必要。回生病院の少し南の西野の５号墳は規模がやや小さい前方後円墳ですが、今は４つ

か５つしか残っていないですが、鈴鹿川の周辺に点々とあるということも大事ですね。 

会長 取得すべきというご意見になっていくと思うのですが，どうですか。 

事務局（考古博物館） さらなる調査ということをご提案頂きました 

委員 A 時間をせかされるかと思いますが、文化財保護法違反だとまで言わないと。 

会長 かなり雑木が茂っていますね 

委員 A 桜の大きなバツ印は切るということですかね 

事務局（考古博物館） 本当は切って頂けると被害については安心ですけど 

会長 石碑に教育委員会と名前が入っているのは、手がかりはつかめないのですか 

事務局（考古博物館） 当時の自治会長さんはご存命とのことです 

委員 A きっと地元にお願いに行ったらどれくらい草刈りの費用がでるのかという話にも

なるだろう 

 

会長 では、続いてお願いします 

事務局（文化課） 長太の天王祭について、委員 E先生と委員 C先生に行っていただいた。

過去に２回調査を行っている。１月には自治会長がお見えになって、若い人が指定に向け

て希望を持っているとのことだ。 

委員 E ７月３０日に祭りを見学させていただいた。非常に長い祭りでした。北長太の伝承

では，天正１８年に疫病退散のために津島の祈祷を受けに行ったところ、疫病が治ったと

のこと。大正期に８月１日にやらなかったところ赤痢がはやったそうで，8月 1日にすると

いうのが大切だったはずだが，最近では８月１日ではないようだ。津島の天王祭りについ



 

 

ては、基本的には巻藁を津島神社に奉納する祭りで、梵天を年の日数分立て、翌日は本祭

で船上でからくりを奉納する。長太とはだいぶ違うのが大きな問題。愛知県内では津島の

末社が多く、山車だけだったりからくりがあったりする天王祭が残っているが，長太のよ

うな獅子舞はない。津島から獅子舞を受け継いできたというのは違うと思う。病気平癒と

いうのが津島とのつながりになるはず。また，４００年続いたというが怪しい。装飾品に

書きつけがあればもう少しはっきりする。天正１８年というのは他の愛知県内の津島の末

社が伝播していくのがこの頃なので，何かあるのかもしれないのだが、手掛かりはない。

山車の正面の提灯が１社だけ違う神社名がある。何故かわからない。日の丸は新しいもの

だが、山車の正面にあるのでそれほど古いものではないのではないかと思う。獅子舞の内

容は、長島の獅子舞によく似ている。豊作祈願の祭りで、獅子が暴れ天狗がいさめるとい

う内容は同じで、天王祭は病気平癒であるはずにもかかわらず中身は豊作祈願なのが、理

解し難い。残していきたいという立場に変わりはないのだが、指定した場合、指定の理由

に疑問が出るので、はっきりと指定と言うのは難しいではないか。指定しないというので

はなく、指定にするためにクリアにしていく問題が多く、いかに保存していくかという問

題もある。中身をあまり変えていっていただきたくもない。残さなければいけないところ

は残していってほしい。８月１日は祭りをしなければならないというのもすでに変わって

しまっている。大事にしてきた部分というのは変えてほしくないので調査会からの働きか

けも大切だと思う。祭り自体も変化してしまって、残していくのが困難になる。連携しあ

って残していく努力も必要ではないか。 

会長 もう少し時間をかけるというのがよいのでしょうか。そういう結論ですね。山車蔵

はご覧になりましたか あれはちょっと時代を感じる。 

委員 E 調査に行った時には，すでに山車は倉から出ていた。自治会にはあまり資料が残っ

てないようなお話だった。  

事務局（文化課） 調査会のご意向を地元にお伝えしようと思います。 

会長 県内では珍しいということですしね。信仰としては津島神社は多いんですね。 

委員 E 三重は伊勢神宮が多いが，愛知県には多いです。 

会長 講をつくって津島に行ったという話もある。 

委員 E そういう資料が出てくると良いんですけどね。 

事務局（文化課） 馬の砂かけは、宮司さんがおいでになり指定についてお願いされた。

そして、実際に神事を調査していただいた。 

委員 E ついこの間のことなのですが、見させていただきました。社殿の中で祝詞があり、

その後すぐはじまるわけですが、社殿と鳥居の間の２０メートルくらいを田んぼとして見

立てている感じで、砂をかき集めて田んぼのようにした。はじめに田んぼに見立てたとこ

ろに男性が鍬で田んぼを耕す格好をして、次に馬をひく男性が往復して代掻きを表現する。

その時に男性と馬に向かって子どもが小さな鋤で砂を思いっきり掛けるという、その様子

が代掻きの泥がついた様子を表現しているといわれているが、「もっともっと沢山かけよ」



 

 

というのは雨乞い神事だと思う。伝わり方が変わってきているのではないか。その後、早

乙女が田植えしていくのですが、その苗は穂を束ねた物を差し込んでいるそうなのです。

祭りとしてはそれだけです。１０００年以上前から伝わっているということですが。甲斐

から伝わったということだったが，山梨で砂掛けをやっているところはない。奈良県の河

合町で砂かけをやっているが、神社の社殿の中でするお祭りで、はっきりしたものがいろ

いろ残っていて、雨乞いという記述も見られる。こちらは町の指定になっているが、それ

と比べるといろいろな部分がはしょられている感じがする。こちらも調査をしていかない

と指定というのは難しいと思う。ただ、これも何らかの手段を講じないと。無くなってし

まうというのはさびしい。早乙女の苗の植え方が前向きですが、椿大神社の御田植は後ろ

向き。鈴鹿はどっちを向いてやっていたのかという問題で、前向きと後ろ向きでは大きく

違ってきてしまう。昔からの田植えの方式の記録として、こういう農耕神事にかかわるこ

とは何らかの方法で残していきたいとは思う。 

会長 府中の早乙女というところが、甲斐から伝わったということですが 俗搖みたいな

感じですね 前川信雄さんが記録を取られていますが、当時はもっと細ぼそとやっていま

すね。 

事務局（文化課） 継続調査とのことですが、地元の方に説明するのにどういう点をはっ

きりさせた方が良いか聞かれると思うのですが 

委員 E たとえば、府中という言葉が出てくるがそれが本当に甲斐なのか、１０００年前と

言うが本当はいつ頃からなのかとかをはっきりさせたほうがよい。稲穂はもともとは違っ

たと思う。この時期までに稲穂を保存するというのはむつかしかったはずだ 

事務局（文化課） 継続的な調査ということで、今後もご指導いただきますようお願いい

たします 

委員 B 長太の天王祭に関しては、写真なんかがあればなぁと思っているのですが、国旗を

つけたのって最近だったと思うのです。 

委員 C 天王祭は、祭り自体は面白いし、山車の上で派手な動きをするのは観客としてみて

いるのは面白いが、あれが最初からあったのか、どこかで結びついたのか調べていきたい。

昔の書いたものなどがあれば、文句なしに行けると思うのですが、根拠はどこかといわれ

ると、あやふやな事をするのはできないので。きっちり今後に役立つように資料として残

していけたらと思う。夜夫多神社はあまりない祭りで面白いのですが、甲斐町だから甲斐

から伝わったよというのは分かりずらいし、御田植神事とのからみもあるし、奈良に同様

の砂かけがあるということなのですが少し決め手がない。分からないことが多すぎるので、

これも獅子舞と同じでもう少し調べなくてはいけない。担い手がなくなってきたというこ

となので、資料として文字で今残しておくことも必要だ。祭自体はどこも担い手がなくて，

地元の人でなくても受け継いでくれるのなら大歓迎というのが多いのですが、それでもき

ちっとしたものが残っていれば受け継いでいけるのです。 

会長 その他に，なにかございますか。 



 

 

事務局（考古博物館） 石丸野についてですが、東海財務局はこの会の話し合いを重視し

ています。自治会長さんも注目しています。平野町がどういう経緯で古墳の管理をしてき

たかもわからなくなっている。ただ、一方で被害もあるので、なくなった方がすっきりす

るんだという言う方もいる。 

会長 指定の推薦候補ということでいいでしょうか， A先生。 

委員 A ほっといたら消えてしまうものですから。私の立場上、それで良いとはいえない。

調査会としても、先ほど申し上げた通りで、地域の人が守ってきた経過を尊重するという

こと、行政としての主張をきちっとみせるということが私は大事だと思います 

事務局（考古博物館） 財務省は，農水省との移管作業を済ませようとしており，この会

での話し合いを待っていただいているらしい。A先生からご指摘のあったとおり調査するこ

とについては、前向きなつもりでありますが、肝心要の農水省は、古墳と立木を取っ払っ

て更地の状態にしなければ移管できないということをとてもドライにとらえられているの

で、調査会で審議を頂けないということでは、交渉の確証がない。本来の審議に竿を差す

つもりはないのですが、事情を斟酌頂きたい。 

会長 調査会としても、これで更地になったら何しとったんやと言われるが。 

事務局（考古博物館） 時間的に間にあうか、あわないかということになると、あわない

こともあると言わざるを得ない。 

会長 将来的に候補になるということを確認して、要望を調査会としても出すというのは

どうですか 

委員 A 市の指定というのが金科玉条となって市が譲渡を受ける前提条件なのか、国が所有

のままで指定を受けるのか、どっちが先なのですか。手続きに時間がかかりますと約束手

形を切るような形で国に約束できるのであれば，行政的な対応はいくらでもできると思う

のですが。調査会も、臨時で開いても良いでしょう。 

会長 調査会名義で一筆書いたらいいのですか。 

事務局（考古博物館） いえ、今おっしゃっていただいたことで結構です 

委員 A 遺跡台帳に載っているのですから、立派な文化財です。勝手に壊したらあかんと言

ったら良いんです。 

 

事務局（文化課） 本日はありがとうございました。 

 


