
 

 

平成２５年度第２回文化財調査会 本庁舎 12階 1205会議室  

2014/3/11 9：30-11：30 

 

出席者 委員 衣斐 伊藤 塚本 筧 瀧川 菅原 山口 鈴木 諸戸 釆睪 

    事務局 神 兼丸 宮崎 藤原 服部 代田 吉田 

 

課長挨拶 本来は部長がご挨拶をさせていただく所ですが公務のため代って挨拶させてい

ただきます。ご出席有難うございます。本日は、文化財グループ、埋蔵文化財グループより

事業報告させていただきます。また、来年度以降の修復を計画している２件の指定文化財に

ついて、新たな指定候補および追加指定についても御審議いただきます。 

会長挨拶 年度末のお忙しい中、ありがとうございました。スムーズな進行していけたらと

思っています。よろしくお願いします。 

会長 それでは、事項書の 1番、一般文化財関係おねがいします。 

宮崎 型紙の養成事業は１６名の方が講師を務められ、予定通りの７０回の講座を開いて

いただき、１７名の伝承者・研修者・研修生を指導して頂きました。成果発表会として、四

日市文化会館で「重要無形文化財 伊勢型紙」展を開催しました。昨年より好評であったと

のことです。また、１１月１９日に第４５回東海テレビ文化賞を伊勢型紙技術保存会が受賞

しました。金生水沼沢植物群落関係ですが、観察会が本格的に始まって３年目になります。

5回で延べ 100名が参加されました。リピーターが多く、市外県外からの参加もあります。

来年度は、平日の実施も考えて行きます。防火査察を１月２４日に実施しました。残念なが

ら１月１９日に予定していた消防訓練は積雪を伴う悪天候のため中止となりました。今年

度の調査活動は、樹木関係では長太の大楠・白子の不断サクラを鈴木先生にお世話になりま

した。また、松井喜美子氏の御遺族からの型紙を寄贈いただき、寺家の浅生型紙店に調査依

頼しました。寺尾家旧蔵型紙関係資料については、調査を塚本先生、筧先生にお願いしまし

た。施設関係では、佐佐木信綱記念館の特別展は５４６名の来館者があり、大黒屋光太夫記

念館は１１２６名の来館者がありました。一般文化財の概要は以上です。 

会長 引き続き、オンナイ念仏会についてお願いいたします。 

宮崎 県指定の無形民俗文化財ですが、傘の親骨・小骨が劣化し使用に耐えなくなりました。

早急に修復が必要だったため、県に相談をした結果、次の行事までに直す方向で補助が戴け

ることになりました。文化財の専門業者と相談の上、修復方法を決定し、先週収められまし

た。補助金を受けるために活用が必要ですので、来週には子供達へ講和などを行う予定です。 

会長 続いて海軍工廠銘板についてお願いします。 

代田 海軍工廠銘板ですが、持ち主は鈴廠会ですが、高齢化のため解散し、所有者不在とな

っています。現在は、自治会が管理しており、近年劣化が激しいと言う事で移転を含めた今

後の保存についての相談をうけました。この 10年位の写真で比較した所、劣化が進んでい

るという状況は確認できず、また昭和 28年頃の写真では、文字の破損が確認できませんが、



 

 

昭和 37年までに撮影された写真では文字の破損がすでにあります。破損の状況から考えて

も人為的な破損であると思われ、破損の年代が古いこと、石の劣化も特に認められませんの

で、移転の必要はないと判断し、クリーニングと文字の修復を行いました。修復に当っては、

神戸高校に残る斎尾工廠長の直筆の感謝状と破損される前の写真をもとに復元しました。 

会長 続いて大黒屋光太夫供養碑の修復についてお願いします。 

代田 前回も報告させていただきましたが、大黒屋光太夫らの供養碑の劣化が進んでおり、

同敷地内で同時代の砂岩による墓碑が崩壊するという現象も起りましたので、修復するこ

とになりました。所有者は東墓地運営委員会ですが、管理者である大黒屋光太夫顕彰会が事

業を行い、補助をしました。昨年 11 月 28 日に修復を終え、原状に復しました。修復は、

墓地近くの小屋に小さなプールを設置し、水につける事で地衣類を浮かせてクリーニング

し、さらに樹脂を流し込んで硬化させました。本来の石の色がよみがえりましたので、台座

との違和感が現在は有りますが、時間と共に馴染んでいくものだそうです。 

会長 では、長太の大楠・白子の不断サクラ樹勢快復工事についてよろしくお願いいたしま

す。 

鈴木 長太の大楠の剪定を行いました。太い２本の枯れ枝、大きな枝の上に生えていた小さ

な枝などを除去しました。剪定には、専用の器具を使って人がロープを伝っていって除去を

おこないました。先の方まで全部の枯れ枝を落とす作業で８時前から 18時ごろまでかかり

ました。実際にはこの作業で木の勢いが良くなったわけではないが、枯れ枝が無くなったの

は木にとっても良かったと思います。それから土壌改良工事を行いました。何回かやってい

ますので、土もやわらかくなって来たし、樹勢も快復して来ました。白子の不断ザクラにつ

いては、腐った枝を切り落とす工事と土壌改良です。上の方の枝が弱っており、菌糸が生え

ています。特にひどい枝だけ切りました。横枝はうまく育っているので、元気の良い枝を上

向いて延びる様に上に向って添え木をつけて、上もこんもりとなるように誘引しました。中

心部の駄目な枝については切って、新しい枝を育てるわけです。横の方に枝が垂れる傾向に

あるので、悪い枝と重なっている部分については切らせてもらいました。この不断ザクラは

石垣で囲まれていて、植木鉢に入っているようなものなのです。根の形と枝の形は同じくら

いになってなきゃいけないのですが無理があるのです。なので、なるべく西に根を伸ばせる

ように考えています。上の方に落ち葉などが色々落ちて有機物がたまりますので、根が上に

来てしまいます。それはあまり良い傾向ではないので、少し深い穴を掘って、下に根が伸び

る様に考えています。今回は深く掘って腐葉土などを入れてまた埋めると言う作業をしま

した。これまでずっと北側の方の土壌改良を進めて来たのですが、今回は南側をしました。

土壌改良をしたあと、どれくらい根が伸びているか調べたところ、若い根が下の方に伸びて

きていました。今回で一通り周囲の土壌改良が終了したので、今後どうなるかという所でご

ざいます。 

会長 寄贈資料についてお願いします。 

宮崎 寄贈資料といたしまして、石薬師文庫のまえになぎの木があるのですが、その当時石



 

 

薬師小学校に勤務されていた嶋橋さんという方とやりとりされた書簡を寄贈頂きました。

また、信綱の歌幅と弘綱の歌幅を購入しました。市民の皆様に公開を考えております。 

代田 東京都国分寺市にお住いの松井喜美子様のご遺族より型紙 324 枚をご寄贈頂きまし

た。松井喜美子様は、油彩画家を祖父に持ち、ご自身も岡田三郎助に師事した方ですが、染

色に興味を持たれ、芹沢銈介に師事して、くにたちという工房を開きました。型紙について

は、自身でデザインし南部芳松さんの工房に制作を依頼していたとの事です。今後、4月 7

日から 8月 25日まで伊勢型紙資料館の新蔵で展示して公開したいと思います。 

会長 ご質問御座いましたら。・・・松井さんの型はすべて南部さんの作品ですか。 

代田 南部さんの作品については、南部さんと取引のあった浅生型紙店の浅生さんに見て

頂きまして、かなり良い型が 30枚程度ございました。また、芹沢銈介は型彫りから染色ま

で一人で全行程をされましたので、松井さまもその弟子ですからご自身による型も含まれ

ているのではないかと思います。型のなかで、紅型模様が大半を占めますが、古典的な伊勢

型紙の文様も少なからずあり、それらが南部さんの工房での作品だと思います。また、大き

さですが小紋を染める型紙と違い、送りが 70ｃｍほどもある大きな型紙が殆どです。 

会長 では、埋蔵文化財関係お願いします。 

藤原 発掘調査事業として、伊勢国府跡の発掘調査をしています。国府の北西部の範囲確認

調査を実施しましたが、主だった遺跡は確認されませんでしたので西の端は確定してきま

した。個人住宅の発掘は、発掘届８８件と例年並みでした。本調査は３件。緊急発掘調査事

業は、前年度から引き続き八野遺跡、平野町の平野遺跡、宮の前遺跡の 3件が大きな調査で

した。年度後半は大きな調査が入って来ておらず、遺物整理の成果として調査報告書などの

作成を進めています。伊勢国分寺跡整備事業は２７年に完成予定で進めていましたが、補助

額の減で２９年度完成を考えています。今年度は３０００万円の予算で進んでいます。講堂

跡に石碑を建て直し、照明などの整備をしました。西野の五号墳の工事ですが、諸般の事業

で遅れて今年になり、立合いをさせてもらいました。幅１ｍ深さ１ｍ程度の掘りこみをしま

したが、今回の掘削は古墳に影響なしとさせていただきました。石丸野古墳ですが、地元の

方が非常に大事に保存されてきました。通称富士山といわれ、権現様を祭っていました。所

有者を調べた所、国の所有であることが判明し、さらに所有が農水省から財務省に移管にな

り、競売にかけるところまでいっていましたが、2500平米の土地の全面発掘は、開発側の

負担が大きく、古墳について調査してからにしようということになりました。墳丘の測量な

どをおこないました。まだ調査は続いているので、最終的な結果は出ていませんが、葺石が

残り、周溝があったことは間違いなく、６世紀前半位、ちょっと新しめかもしれません。こ

の調査の結果をもって財務省と交渉し、再来年位まで調査させていただき、市へ移管か売却

かなど検討したいと思います。最後に、資料の寄贈がございましたので報告します。白子本

町にお住いでお亡くなりになった辻正様がお持ちだった和同開珎です。博物館でしっかり

管理させていただきます。今年度の展示会は、企画展「中津式」が終えました。春祭り、体

験講座など、歴史公園整備を見据えてチャレンジ的な事もやって居りまして、３００-４０



 

 

０人も来てもらえまして、なんとか今年度は入館者 10000人を突破できそうです。 

会長 ご質問などございましたら 

会長 これ（和同開珎の資料）は地図が付いていますか？ 

藤原 場所の図面と状況が書いてあります。 

会長 次年度以降のことについてお願いします。 

宮崎 白子中町の屋台になります。勝速日神社の祭礼の屋台は有形文化財ですが、かつて東

町の屋台の修復をしたことがあります。かなり経費が掛かるものだったので自治総合セン

ターの助成を受けて修復しました。今回、中町でも屋台の状態が良くないと言う事で確認に

行ったところ、山車をまっすぐ引けないと言う事で、おそらくゴマに問題があると思われま

す。また、祭礼のと.きに地元の子供が乗る部分は可動式で上下するのですが、それが動き

にくい状況であるとの事です。これらは機能的な問題です。また、「うわの床板」といわれ

る部分が劣化して、ささくれて来たということも相談を受けています。もともとある素材に

ついては残して行く必要があり、どうしても交換せざるえない部分について交換するとお

伝えしています。諸戸先生にもまた相談させていただきたい。以前東町の修理に関わられた

大工さんがご健在なので、4/12 の祭礼初日に現場に来てくれることになっています。費用

が高額になる様であれば、負担の少ない選択肢を選んで行きたいと思います。 

会長 伊奈冨神社庭園についてお願いします。 

代田 20 年度あたりから七島池の水の濁りについて神社からご相談を受けており、この会

でも時折ご相談させて頂いております。当初より 70ｃｍ程数位が上昇しており、水の濁り

も 40年近く続いている様です。また、ヘドロが 70ｃｍ以上堆積しています。これは、毎年

春の大祭の前に氏子総代が池のさらいをしていたのですが、それをしなくなって久しい事

に原因があるとおもいます。昨年度、水を試験的に抜いたところ、ほどなく水位が回復しま

したので、湧水は確認できました。年明けに県に相談に行き、その後、県・市・地元で協議

をした結果、70ｃｍ以上溜まっているヘドロを浚渫し、あわせて島の修景も行うことを確認

しました。しかし、島は、キノコ状に水面下の部分がえぐれており、木の根で支えられてい

る状況なのですが、伊奈冨三社絵図には高木がえがかれておらず、本来は木が生えている状

態ではなかったようです。そのため木の伐採も必要かと思いますが、島が崩れてしまう可能

性もあり、専門家の先生のご意見をうかがいながら計画を立てる必要があると思われます。

来年度は計画を立て、その次年度以降に浚渫などにかかって行きたいと思います。 

会長 中町の屋台は今年は出るのですか？ 

宮崎 緊急性はないようなので、今年も曳かれるようです。高齢化で若者が少ないというこ

とも問題になっており、わざわざ大学生にお願いして曳いていただいていると言う事です。

そのため役員さんは、「緊急性はないが、次世代に負担を掛けるでなしに今の世代で修理し

たい」と言う思いが強いようです。 

伊藤 屋台は解体せずにおいていますが、幕は？ 

宮崎 集会所に置いてあります。 



 

 

会長 では、指定候補についてお願いします。 

塚本 寺尾家関係の旧蔵型紙関係について資料をごらんください。一括して歴史資料と考

えています。内訳は４つのカテゴリーを考えています。型紙本体、古文書、絵刷り類、その

他の歴史資料です。鈴鹿市にとって有形の型紙資料としては屈指のものですので、もっと早

く指定してもよかったのではないかという資料群です。寺尾家は型紙問屋を営んだ商家で、

型紙問屋たちは紀州藩の後ろ盾を得て全国に販売を広げて行きます。寺尾家は、明治以降は

東京に進出し、白子では一貫生産を行いました。絵刷り帳や図案集は、この時期のものです。

その後、廃業し、昭和５８年に型紙関係資料を市に寄贈されました。伝統産業会館や伊勢型

紙資料館などに展示され保管されていましたが、近年、文化的な価値が高いと言う事で文化

課の郷土資料室に移管され、整理と目録作成が図られています。鈴鹿市の代表的な伝統産業

であり、一括して指定したいと思います。型紙ですが、４０１枚に及び中核を占める資料で

す。寺尾家の型紙は、墨書が４割以上あります。一番古いのは元禄５年。１７世紀にさかの

ぼります。一番新しいのは安政期で、年記の無い物もこの中に含まれると思われます。年記

は、型紙問屋として管理するためにしるしたものではないかと思われます。また、伝来です

が、染屋やコレクター由来のものではなく、型紙問屋として伝来したものです。その点で、

401枚の型紙資料は、他のコレクションとの比較の上で指標と成りうる、非常に価値が高い

ものです。絵刷り帳は、7000-8000枚の絵刷りが残されています。近代以降の寺尾家の経営

を考えるうえで貴重な資料です。寺尾家の古文書は４９４点。創業は１７世紀半ばですが一

番古いのは宝暦３年。株仲間の関係の資料が中心になります。株仲間として諸国に行商に赴

いたものの統制や全国の商圏をひろげるにあたっての各方面行の小仲間との関係や、紀州

藩との関係として冥加金関係、特権に関するものなどもございます。ただ、明治維新後の資

料は基本的にはありません。私的な物も若干含まれています。また、以上のカテゴリーに含

まれないものはその他としました。全体として寺尾家の経営がよく分かる資料です。まとま

って価値があるものと考えます。 

会長 つぎに大黒屋光太夫供養碑についてお願いします 

代田 現在は大黒屋光太ら夫供養碑が指定になっていますが、これは荷主である松阪の長

谷川家が建てたものです。その隣にある、南亀屋の墓は光太夫の実家の墓で、元は墓地の南

の端にあった物を、指定になっている供養碑の隣に移設して一緒に整備されているもので

す。これは高さ 55ｃｍ、幅四方 18ｃｍ程度のものですが、四方に戒名が刻まれており、菩

提寺の緑芳寺の過去帳からある程度人物が同定できます。それによると、光太夫の祖母から

姉まできざまれているのですが、一番上の姉・国が見当たりませんので、国が亡くなる前に

建立されたものと推定できます。国が亡くなるのが天明 5年 8月で、天明 4年 4月に亡く

なった国の夫の戒名はきざんでありますので、建立された 8月 15日というのは、天明 4年

の 8月 15日の可能性が高いと思います。光太夫の実家の墓碑であり、数少ない地元に残る

光太夫の関係資料の一つですので、先に指定されている光太夫らの供養碑に追加指定する

のが望ましいと思われます。 



 

 

会長 何か質問は御座いますか 

菅原 東町墓地が所在地と云うのは、もう少し場所を特定できる表記は無いですか？ 

代田 住所表記でも可能ですが、結局、この東墓地全体を指すことになってしまいます。 

伊藤 谷川士清の墓も字表記でしたね。 

菅原 でしたら、実測図をつけるとか図面をつけて、指定の範囲を表示した方が良いと思い

ます。墓地内で現状変更があったときなどに困りますから。 

宮崎 そのようにさせていただきたいと思います。 

菅原 寺尾家については目録は作って頂いているのですか 

筧 寺尾家については井上先生が一度目録を作られていて、さらに私が整理しました。型紙

についてはわからないですが、文書については大変面白い。全国に型を売り広げていくが、

内容が非常に濃く、寺尾家文書が無いと型紙の歴史は語れないと言ってよいと思います。た

だ、江戸時代で資料が切れているので、寄贈される時にかなり選択されたのではないかと思

います。明治にかけてのものがないというか、存在が分からないので、今回の指定は今ある

分でするとして、寺尾さんに聞いてみてはどうでしょうか。 

代田 寄贈して頂いた寺尾正一さんはお亡くなりになっていますが、おうちは東京の高円

寺にいまだにお住まいであるようです。電話番号などの連絡先もわかっているので、指定に

なったというご報告ついでに明治期以降の資料の存在についても聞いてみたいと思います。 

会長 これで審議は終わりですが、他に何かありますか？ 

伊藤 去年一昨年と庄野宿の建物の話があったが、今回はありませんでした。今年と来年度

の状況は、いかがですか。抱えている問題が多過ぎて、すぐに進まないのはわかりますが、

旧東海道筋のあれを保護せずに、鈴鹿は文化財を保護していると言えないと思う。 

宮崎 寄贈の前に増築をされていまして指定以外の建物がくっついています。増築部分が

あるため適用除外を受けられず、建築申請の関係で建築許可が下りないという状況です。 

雨漏りの問題は、落ち着いています。まずは展示替えを行いたいと思っています。 

伊藤 見通しをもたないと地元の人も納得しない。亀山・関がありますよね。近世の宿場町

で地域おこししているじゃないですか。町おこしでリードして頂けないかと思いますが。ま

た、文化財の調査会は常に懸案事項を事項書に乗せられるべきだと思う。 

会長 一ノ宮の獅子舞は現在行われていないですよね。こちらから働きかけることは出来

ないでしょうか。 

宮崎 昨年の秋には何とか復活させますとのことでしたが、夏に笛の担当者が病気になっ

てしまって吹けなくなってしまったということです。現在は休止している状態で、１年間待

ってくれということでした。 

塚本 指定一覧をホームページに載せて頂けないでしょうか。 

宮崎 検討させていただきたいと思います。 

会長 それでは、これで文化財調査会を終了したいと思います。 


