
 

 

平成 25年 第 1回文化財調査会 平成 25年 7月 22日 

 

13：30～ 鈴鹿市役所本庁舎 12階 12  会議室 

 

出席者 

委員：衣斐 伊藤 小谷 諸戸 塚本 菅原 筧 鈴木 山口 

事務局：文化振興部長 文化課長 宮崎 服部 代田 吉田 

欠席委員：瀧川 釆睪 

 

課長 文化課長の神と申します。委員の半数以上の出席を戴きまして、文化財調査会を開催

させていただきます。 

部長 委員の皆様にはご多忙の中、ご出席いただきまして厚く御礼を申し上げます。 

宮崎 7月 1日付で委員委嘱につきましてご承諾有難うございました。平成 27年 6月まで

が委嘱期間です。塚本先生と筧先生を新たにお迎えしました。会長職ですが、委員の先生方

の互選により決定して頂きたい。職務代理者を会長が決まり次第ご指名いただきたい。 

伊藤委員 事務局一任で。 

鈴木委員 前会長さんにしていただいたらいかがでしょうか。 

課長 それでは会長は衣斐委員にお願いいたします。 

 

会長 職務代理者として小谷先生をお願いします。 

課長 衣斐会長ご挨拶をお願いいたします。 

会長 去年 8 月に井上先生が亡くなりました。そして、古文書の先生として塚本先生や筧

先生をお迎え出来た。今日も議題がいろいろありますが、スムーズに運びますようお願いい

たします。 

課長 会長に議長をお願いいたします。 

 

会長 議事の 1番、文化財事業報告をお願いいたします。 

宮崎 まず、事務局より本会議は公開が原則であります。傍聴者はいないので、指定候補の

退席につきましてもございません。資料の 1 ページをご覧ください。ご存じの方も沢山お

見えかと思いますが、昨年度の災害で金生水の防護フェンスが倒れると共に、大きな被害が

ございました。幸い国庫補助事業を昨年度内にすることが出来ました。防御フェンスの基礎

工事は以前より強固なものにして、水路に周辺の水田から流出した藁屑が堆積したので浚

渫工事も併せて行いました。 

鈴木委員 木道は自由に浮いてしまう方が、元に戻すには良いのではないか。今度台風が来

た時どうなるかわからないが、前よりは丈夫になったと思います。 

 



 

 

会長 平成 25年度事業計画についてお願いします。 

宮崎 6月 6日に金生水の観察会を行いました。6月 27日に天然記念物の調査を行い、京

新田のキリシマツツジと府南寺のアイナシを調査しました。7 月 6 日に第 2 回金生水沼沢

植物群落観察会がありました。7月 14日に久間田の弁天踊りの調査をしました。7月 22日

文化財調査会。8 月には伊勢型紙資料館の企画展で、「伊勢型紙 摺り絵と焼き物」という

題で展示をします。復刻作品についても展示する予定です。9 月～11 月にかけて金生水の

観察会を 3回予定しています。市の公報などで公報を行います。9月 21日から大黒屋光太

夫記念館の第 9回の特別展。現在、準備中です。資料の貸し出しをお願いしたところ、津市

の方から資料の寄贈もありました。10 月上旬に金生水沼沢植物群落保護推進事業委員会。

10 月～11 月に北勢四市文化財協議会の予定です。11 月 6 日から佐佐木信綱記念館の特別

展。今年は信綱没後 50年にあたり、地元の資料を借用して展示する予定です。1月文化財

防火デーにあわせて防火訓練。2月頃第 2回の文化財調査会。 

会長 新収蔵資料についてお願いします。 

代田 大黒屋光太夫記念館の特別展の準備で、津市の個人の方に展示資料の貸出をお願い

しましたところ、ご寄贈いただきましたのでご報告します。漂流以前の大黒屋光太夫につい

て知ることができる資料で、もとは光太夫の乗っていた神昌丸の船主であった一見勘右衛

門の家文書であったようですが、いつの時代にか廃棄され襖のした張りとなったようです。

その襖が廃棄されているのを寄贈者のお父様が発見されたもので、船頭としての光太夫の

仕事ぶりや人柄をしめす貴重な資料です。当初、ご連絡を取ったときには、見つからないと

のことで心配しましたが、ご家族で探してくださったそうで、本当にありがたいお申し出で

した。秋に開催する特別展で展示する予定です。 

塚本委員 大黒屋光太夫の資料の寄贈ですが、その方は他にも資料をお持ちだったのでし

ょうか。全部御寄贈頂いたと言うわけではないのでしょうか。 

代田 連絡を差し上げた時には、資料の所在が分からず、ご自宅を探して頂きました。資料

をお持ちいただいた時の感触では、光太夫のものだけを選んで寄贈して頂いたと言う感じ

ではなく、見つかったまま、箱なり持って来ていただいた様でした。 

会長 では、埋蔵文化財関係お願いします。 

藤原 市内遺跡発掘調査では国府跡範囲確認調査をしました。120ｍ四方の区画整理が行わ

れているのを確認し、国府の範囲を確認する為に調査をしています。個人住宅で盤城山遺跡

は第 6 次発掘。個人住宅は 7 件。消費税の駆け込み需要を予測していましたがそれほどで

もありません。緊急発掘事業は平野町の平野遺跡、八野町の八野遺跡を終了し、宮ノ前遺跡

を現在行っています。8月前半で終了見込です。石野丸古墳は地元が長年管理していました

が、地元が管理しきれなくなり、管理を巡ってやり取りがありましたが、現状は農水省から

財務省に移管が終了しました。財務省で公売にかける予定です。ただし、財務省の担当者に

よると、古墳の後円部が乗っているので買い手が見つかると思えないとのことです。そうな

った場合には、史跡の指定や範囲確認調査を考えたい。遺物整理だが、盤城山遺跡の４次５



 

 

次の報告書を刊行します。公開普及については、博物館事業とタイアップした速報展を実施

しました。現地説明会は夏休み子ども体験博物館の一環で８月２１日に盤城山遺跡の体験

発掘会を実施します。史跡の保存修理と管理ですが、平成２４．２５年については補助金の

頭打ちが有り、予定よりは進行が遅くなっています。平成２７年完了予定でしたが２９年ま

で延びる可能性が高いようです。今年度は水道給水施設などを中心に進めて行くのと、遺構

の周りを歩きやすいように土風の舗装をするのを進めて行きます。国分寺にふさわしい梅

や桜の植樹も進めて行く予定です。保存整備検討委員会を開いて進めて行きます。国分寺跡

の維持管理については除草が中心です。伊勢国府跡の政庁跡についても除草管理を行って

います。大塚古墳や西野の五号墳も除草管理を行っています。現状変更については、西野の

五号墳の道路改良工事は順延の侭になっています。博物館の展示企画関係についてですが、

配布資料に詳しく書いてあります。２３年度に入館者がやっと１万人を突破したが、２４年

度に８千人を割りました。学校関係の参加が抑えられているのと、十五夜観月会が台風で中

止になったのが原因かと思います。 

伊藤委員 石丸野古墳、前方部は無くなりました。地元が無断で石碑をたてたようですね。

民間に売れなかった時には指定および範囲確認調査を了承すると言うことですが、本田技

研のすぐ西側ですね。周辺はホンダ関係の小さい工場などが有るところです。西側は空地と

本田の駐車場。競売がうまくいった場合は、調査会としてどういう風に対処しますか？買っ

てから古墳ですよとなるのではないでしょうか。 

藤原 売却にあたっては周知の包蔵地であることと古墳であることを重要事項で入れて頂

くことになっています。発掘費用と期間も多くかかるので、買収費用より発掘費用が多くか

かる事が見込まれるので購入には至らないと予測しています。万一、重要性が明らかになっ

た場合は指定の可能性もあるので、売却の際には説明して頂くようにお願いしています。 

会長 天然記念物についてお願いいたします。 

服部 天然記念物は２-３年かけて一巡出来る様に調査を行っています。京新田のキリシマ

については、防風ネットを設置しています。アイナシは病虫害がみられるので現状把握の調

査を行いました。 

鈴木委員 今年は６月２7日に中村樹木医さんと事務局と３人で調査に行きました。昨年は

４月に行いました。状況は、昨年と比べてあまり変わらないです。京新田については勢いの

良い時期にもかかわらず葉が小さくて黄色っぽい。枯れ枝が一番上に沢山みえる。対策を考

えて行かなければいけないと思います。土壌改良にも取り掛かっています。下の方にはきれ

いな葉っぱが出て来ていますが、あまり出て来なくてよいところから出て来ている。持ち主

の方が非常に熱心で樹木医も一生懸命ですので試行錯誤しながらやって行きたいと思いま

す。現状より悪くはならないと思うが、良くなっていくスピードが緩いです。悪くなったき

っかけは日当たりが良くなった事ですから、木を植えなおして日陰も作りました。危機的な

状況という事ではございません。国府のアイナシですが、去年大分お寺で手を入れて頂いて

よくなりました。なんとか調査にも所有者が出て来てもらえるようになりました。去年切っ



 

 

た枝から小さい枝が出て来ました。花目のない枝なので、要らない枝が良く茂ります。木へ

の栄養分を奪うので、これを処分して行かなければいけない。赤星病が下の枝に多いです。

菌糸が飛んで来てかかるので、下の枝に多いのです。葉の汁を吸う害虫が出たが、お寺で殺

虫剤をまいて貰ったのでやがて効果が出て来ると思います。去年とくらべると実がついて

いるので木の勢いも良くなったのではないかと思います。樹木医は下に比べると上の枝が

成長が悪いと言っていました。相談しながらやって行きたいと思います。特に緊急の措置は

要らないと思います。 

 

会長 大黒屋光太夫供養碑調査についてお願いします。 

伊藤 私は呼ばれて行っただけですから、修復方法の相談などは受けていないので、いった

報告しかできません。京都科学は保存処理の有数の会社で、老舗中の老舗ですから安心です。

地元で管理したままで修復するということでした。墓地から歩いて数分の地元の倉庫で、木

の枠の中にビニールシートをいれて、そこに供養碑を治めて、水を注入していました。地衣

類が表面から抜け出してくるようです。地衣類が取れた後、文字がはっきり見えるでしょう。

メディアが一切来ませんでしたね。報道すべきです。修復後、覆屋は考えていないとの事で

した。今後どのようにやって行くのか。修復して元に戻った事を報道すべきだと思います。

予算が有れば、レプリカをつくったら良いと思います。 

会長 拓本取ってから傷んだと言うことですね。 

伊藤委員 そうらしいですね。 

会長 神宮寺の男神坐像に付いてお願いします。 

代田 神宮寺の男神坐像に虫損がみられるとのことを、昨年、展覧会に出品した際に連絡を

頂きました。現地で確認いたしましたが、冬季ということもあり、虫の活動が活発ではない

ので、生きた虫の活動の痕跡は見られませんでした。そのため、男神坐像の下にうす紙を敷

かせていただき、活動期に入ったら様子を見に行く事にしました。それから半年経過しまし

たので、下に敷いたうす紙に虫の痕跡があるかどうか見に行きました。糞などは確認できま

せんでしたので、お像の虫害事態は緊急性はないと思います。ただ、敷いたうす紙が虫に食

われておりましたので、お像を食べる虫ではなく、紙を食べる虫は活発に活動しているよう

です。そして、未指定ですが古文書類が沢山同所に保管されており、そちらに虫害がみられ

ることが分りました。 

会長 お寺の反応はどうですか 

代田 お像に虫害が無いのは安心された様ですが、古文書類の虫害については、あまり深刻

にお考えではない様でした。一通りの説明はさせていただきましたが、未指定なので燻蒸す

るにも補助が出せませんので、強くお勧めする事も出来ませんでした。時期をみて、他の資

料を燻蒸する際などに、お声を掛けられればと思います。 

会長 では、勝速日神社祭礼山車についてお願いします。 

宮崎 ６月３日付で市指定文化財の祭礼用山車をお持ちの白子中町自治会より修復に関す



 

 

る要望書を戴きました。緊急性はありません。まっすぐ引きにくく、老朽化の為に子供を乗

せる事は無くなったそうです。無形ではなく有形指定なので、指定に触れる事はないと思い

ますが、高齢化も進んでいて経費的にも長期的保存についても御心配されています。地元と

しては修復はしたいが応急処置ではなくきちっとしたいと言う意向なので、来年の春の祭

礼の前に問題点を確認して、再来年度の修復に取り掛かれればと思います。今年度末くらい

に民俗の先生に診て頂き修復について相談したいと思います。 

 

会長 では市指定文化財候補について。弁天踊りの調査報告をお願いします。 

小谷 久間田神社と寺井池で行われる祭りで、７月１４日に行いました。下大久保地区で町

内のセンターから町内を通って久間田神社に行き、そこから弁天池に行きます。昔は道中も

踊りながらだったとのことですが、今は行われません。踊り手不足ということです。あまり

お若くない方が踊っています。二人の踊り手がするのですが、太鼓を打ちながら廻して踊る。

踊り手は変わっていく。挑みあう様な競い合う様な踊りです。笛とほら貝が音として入りま

す。由来は聖武天皇の時に寺井池が掘られ、下大久保の所有となった時にそれを祝って始ま

ったと言われているそうです。雨乞いとか水神への感謝とか言われていますが根拠があり

ません。伝承以外に記録もありません。嘉永 3年と墨書されたロウジがありましたが、餅を

入れて配るものですが、祭に使ったかはわかりません。ようするに文書類がないのです。地

域の方が資料を探してくれると言うので資料がそろった段階で検討した方が良いと思いま

す。 

諸戸 この辺りは長嶋藩領ですね。堤防の関係で水とのかかわりが強い地域です。笛太鼓は

雨乞いの音色でした。  

会長 もう少し時間をかけたいと思います。 

宮崎 以前と祭の形態が変わっている事は地元の方もおっしゃっていました。きっかけは

地元の議員さんが町おこしで御相談を受けた。７月 14日以降に地元の方が今後調べて頂け

るとの事です。 

 

会長 県・市指定の候補に付いてなにかありますか。普段お考えのお意見などは？寺尾家は

どうでしょうか。 

菅原 寺尾家は県として調査させて頂いて指定にはならなかったのです。 

会長 その他については、何かございますか 

伊藤 庄野宿の資料館ですが、市の指定の建物ですが、雨漏りが激しいと言う事で話題にな

りました。２５年度事業に出てこないのですが、台風が来たら大変だと思います。その対応

はいかがですか。 

宮崎 修復に向けての工法の調査や見積もりを行いました。予算の計上を試みましたが予

算が付きませんでした。補正予算も考えましたが、地元の協議の中で、現在考えている工法

以外で進めることも協議になっています。指定解除に当る様なことはやってはいけないで



 

 

すし、鋭意努力をしていくと言う形でお話しさせていただきます。 

会長 予算が付かないとどうしようもないですね。 

部長 体育施設からすべて大規模改修を抱えているし、公民館も順次トイレを分けたり障

害者用のトイレを作ったり、優先順位を考える中で必ず来年度付きますとは言えません。も

う少しやり方は無いのかとか検討したいと思います。 

菅原委員 ビニールシートで覆っていただいても良いでしょう。２-３年は持たせることが

できます。そういう風にしていれば市民の方が何じゃってなるだろうし。 

課長 地元の方に寄付を募ったらどうかと上からは言われていいます。万が一の安全性も

考えながら進めて行きたいと思います。 

菅原委員 ビニールシートで専修寺の唐門を数年持たせました。 

伊藤委員 文化財の中で建造物で東海道筋で、ひとつの市の目玉になるので、文化財の最重

要項目だと何回もアピールして貰いたい。昔なら記者に書いて貰ったりもしたけど、最近の

記者さんは文化財に興味を持っていただけないのでね。 


