
 

 

平成２６年度第１回文化財調査会 ７月８日 1202会議室 13：30-15：10 

 

参加委員：衣斐 鈴木 諸戸 塚本 筧 山口 伊藤 瀧川 釆睾 

事務局：古川部長 井上課長 澤井 宮崎 藤原 服部 代田 吉田 

欠席委員：菅原 小谷 

 

井上：本日の司会進行を務めさせていただきます井上と申します。委員の半数以上のご出席

席をいただいておりますので、第１回文化財調査会を開催させていただきます。 

古川：本日の議事でございますが、一般埋蔵文化財の議事を中心に寄贈資料のご報告も含め

ご報告をさせて頂きます。 

衣斐：大変暑い中、お忙しい中のご出席ありがとうございます。国重文 109 件が所在不明

とのことです。どうなってしまったのかという感想です。鈴鹿市の中では若松の個人がお持

ちだった国指定のものも恐らく所在不明になっているのではないでしょうか。今日は、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

井上：部長は他の公務が有りますので退席とさせていただきます。これより議事に入ります

ので衣斐会長に議長をお願いいたします。 

衣斐：平成２６年度文化財保護事業計画についてお願いいたします。 

宮崎：本日傍聴希望者はありません。まず、今年度の文化財グループの事業計画をご説明い

たします。指定文化財の調査ですが、4月 12日に、勝速日神社祭礼行事の白子中町の屋台

調査、5月 22日に、市指定天然記念物京新田のキリシマの調査・診断、6月 9日に、勝速

日神社祭礼行事の白子西町屋台の出羽幕の調査について、衣斐会長はじめ諸戸委員さん、鈴

木委員さんにお世話になり、実施いたしました。伊奈冨神社の庭園、七島池について、県教

委社会教育文化財保護課の紹介で、独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所の中

島主任研究員に来ていただき、現地での確認をしていただきました。企画展ですが、現在開

催中で 8 月 24 日まで、伊勢型紙資料館新蔵にて、松井喜美子氏旧蔵の「伊勢型紙展」を、

8月 27日からは同蔵にて「中島秀吉型紙展」、年明け 1月 21日からは「寺尾家旧蔵型紙展」

を企画しています。なお、8月 21日から 24日までは、伊勢型紙技術保存会主催で「伊勢型

紙－染絵模様展－」を開催します。10月 25日（土）から 12月 14日（日）にかけて大黒

屋光太夫記念館第 10回特別展を行います。今回は、江戸期の漂流・漂着による異国体験や

文化交流を取り上げ、海と人との関わりについて紹介いたします。付帯事業としまして、子

どもを対象としたビーチコーミング等のワークショップを予定しております。佐佐木信綱

記念館の特別展は、11月 5日（水）～12月 14日（日）にかけて開催したします。内容は

明治・大正・昭和の各時代にわたった信綱と芸術界の人々との交遊の輪を書簡等の資料を通

して、紹介いたします。1月には文化財防火デーにあわせた防火訓練・防火査察を予定して

おります。また、2月の中旬に 1回の市民ギャラリーにて「鈴鹿の古写真展」の開催を予定

しております。なお、各企画展等につきましては、仮称段階のものもありますのでご理解願



 

 

います。年度末には第 2 回の文化財調査会を予定しており、年明けにご案内申し上げる予

定です。 

既に実施している事業等について、報告させていただきます。金生水の観察会ですが、今

年度、調査員の方を介して、近隣の高校との連携を行い、課題学習の研究対象としての利用

や造園土木の作業実習等で 2 校に活用していただいております。なお、昨年度第 2 回の調

査会で、事情を説明させていただきました庄野宿資料館ですが、住宅としての位置づけから、

展示等の利用に供する面積を 100 ㎡内とし、展示替えをいたしました。また、ご心配をお

掛けしております雨漏りですが、3月以降、部屋内部からの観察では被害はありません。今

後、引き続き経過観察をしていきます。 

衣斐：ここまででなにかご質問はございませんか。ないようですので、大黒屋光太夫関係資

料についておねがいします。 

代田：大黒屋光太夫関係で３点の寄贈が有りました。１点目は旗本の有住家に伝わった漂民

御覧之記です。こちらは記念館ができたときに寄託を受けていた物ですが、更新にあたって

ご寄贈をいただきました。もう２点は、衣斐会長からご寄贈頂きました。同様に漂民御覧之

記の写本です。漂民御覧之記の写本は幕末に至るまで写されていくので、大量に残っていま

すが、同じ物はなく、とくに挿絵がみな違いますので、出来るだけ多く集めて行きたいと思

っています。 

衣斐：では引き続きお願いします。 

宮崎：平成 26年 6月 11日付けで信綱の短冊 3枚を寄贈いただきました。2枚は信綱幼少

期の松阪在住期に詠まれたもので、もう 1枚は晩年、松阪を再び訪ね、懐古し詠まれたもの

です。今後、記念館で展示していく予定です。 

衣斐：では、続いて白子屋台行事の水引幕につきましてお願いします。 

宮崎：以前、平成１９年ごろに屋台の修復と共に見送り幕と同幕を修復しました。今回は縦

糸と横糸に裂け目が見られまして、浮きも見られます。業者は京都の龍村美術織物で、今ま

でもしていただいている業者です。自治総合センターのコミュニティー助成を申請しまし

た。なんとかそれが決定しましたので修復できる様になりました。 

衣斐：埋蔵文化財関係お願いいたします。 

藤原：発掘調査関係ですが、市内遺跡発掘調査は国府の地割りの範囲確認調査を行っていき

ます。学術調査は、石丸野遺跡の範囲確認調査。民間開発による小規模調査は、盤城山遺跡

ですが、今年度で終了する予定です。消費税の駆け込み需要の反動が有りまして、範囲確認

調査は少なめです。十宮町の宮ノ前遺跡は、宅地造成による調査予定があり、現在相談中で

す。公開普及活動といたしましては、スライド説明会を開催しました。伊勢国分寺跡の保存

整理は、諸般の事情により２９年度完成を目指しています。史跡の追加指定について、鈴鹿

市は生ぬるいと言う文化庁の指摘を受けておりますので、今年度中に何件か伊勢国府跡の

パンフレット２種類を作成いたしまして、地権者に対して攻勢をかけていこうかと考えて

おります。管理企画グループでは４つの展示を企画しています。夏は子供向けに通史的な資



 

 

料展示を行い、秋には「役所」ということで伊勢国府および河曲郡衙などを紹介します。冬

は「鈴」と言う事で、鈴の付いた馬具や鏡などについて展示します。最後に速報展示を行っ

て市内での発掘調査の成果を見て頂きます。体験講座なども随時行っていきます。また、入

場者の増加を狙いまして、ミュージアムコンサートと春祭りをさせていただく予定です。 

衣斐：寄贈についてお願いします。 

藤原：一昨年に海を巡る交流という展示をしましたことで、所蔵者からお話がありまして、

鏡を頂くことになりました。岸岡山古墳群から出土した事になっていますが、実際にはどこ

から出土したのかは分からないのが残念です。合計 43点を寄贈していただきました。将来

的には市の文化財を検討されても良いような資料でございます。 

伊藤：伊勢国府の文化庁から強い指導を受けたと言う中身は？ 

藤原：国分寺跡の整備を進めておりますので、そのかたがついたら国府にシフトして行きた

いと思っておりまして、現地も緊急事態は起こっていないのですが、文化庁としては貴重な

遺跡であると言う認識を新たにして追加指定を行えるように動きなさいと言う事です 

伊藤：県も同様ですか。 

藤原：ですので、地権者に今年は交渉に当ると言う事でございます。 

伊藤：国府跡の調査指導委員会というのがあるんですが、私も委員ですが、しっかりせいよ

というのが余計に言われるわけですよ。博物館としては国分寺跡とか非常に忙しいのはわ

かります。でも、メディアにうったえるとかね、ぜひ工夫してやって欲しいです。 

伊藤：真昌寺。かなりフランクに皆さんに見学をさせている様ですが、あそこもお祖母ちゃ

んひとり。ご寄贈というふうにもっていけないものかと思いますね。 

衣斐：寄託とかでもね。 

伊藤：岸岡山で出土したのが栄小学校にもありますね。 

宮崎：栄小では、６年生の社会科の授業で一度活用された事が有りますが、たしかに保存と

いう部分では不安な部分もあるのですが、学校現場ではなかなかそこまで対応できないと

言うのが現状です。 

衣斐：会の当初に出た話とも関連しますが、保存が心配ですね。これだけ所在不明があると

いうことですが、国は１件ずつ確認を取るんですかね。 

宮崎：国指定の美術工芸品につきましては、国から調査の依頼が昨年末に来まして、市内で

は現物は全てありました。指定書の紛失が幾つかありましたが、再発行の申請手続きをしま

した。 

衣斐：調査報告についてお願いします 

諸戸：感想を先に言いますと、昔と今とでは町並みや道路の状況が全く違っていて、近年、

道路舗装がされてきて、アスファルトの上を車軸を回すとどうなるのかは誰でもわかると

思います。文化財は保護するのが当然ですが、コンクリートの上を走らせれば当然摩耗する。

車軸が揺れていると言う報告だったので見せて頂いたのですが、いつの時代からか山車を

組み立てる時に他の部材を使って組み立ててしまい、もとの部材が分からなくなっていま



 

 

す。家の柱を持って来て入れ込んだりもしている。臍穴も合わない。車輪を見させていただ

いたところ、両脇から木の板でぐっとはさんでいるので、外れるということはなく緊急性は

ない。ただ、山車の中央部分にジャッキが据え付けてあって、道路で回転させるとき山車が

変形するのを防ぐためにつけられている。昔のように土の上でまわしたら、大きなダメージ

は受けないのですが、アスファルトの上ではダメージが全然違いますので仕方ないかなと

は思います。外観や主要部分関しては、部材は残っていますので。本来、修理するには分解

して組み立てるのですが、それは不可能と思いますので、暫くの間はこのままやって頂くの

が仕方ないかなと思います。中に入って子供達が笛を吹いたりしますので、その辺は注意が

必要です。また、昔は軒が出てなかったと思うのですが、いまは軒が出ていて山車が通るの

はすれすれですので、それも注意が必要。中町さん以外の山車も見ましたが、4町とも似た

り寄ったり。むしろ、他の町の方が大変なことになっているものもあり、逆に他の町の方が

緊急性があったりします。今回は、中町については緊急性という点で見送らせていただきた

い。 

衣斐：ジャッキは中町だけですか。 

諸戸：そうです。 

宮崎：また、中町の屋台を入れている倉庫が平成２２年に雨漏りで修復したのですが、また

雨漏りしていると言う事で、そちらのご相談にも乗って行かなければならないかなと思い

ます。 

衣斐：では、白子西町の出羽幕についてお願いします。 

諸戸：文化財は現状保存現状維持が大切です。この場合 2つ方法があって、修復するか現状

を保存して新たにつくるかしかないかと思います。こういうものは祭りの中で必需品です

ので、できれば修復して使っていただきたいなと思っています。ただ、（調査のときには）

業者さんを呼んでいただいていたので、突っ込んだ話が出来なかった。本来は何社か見積も

りをとって適正価格で行わないといけないのですが。また、本地の台が下から 1/3位で切れ

ています。もし直すなら、それも含めてきちっと直して頂きたい。 

衣斐：かなり素人の修復がしてあるのですよね。 

宮崎：私達の方向としては、何とか修復して貰う様に話はしているのですが、費用対効果と

云う話を地元はされます。胴回しについては新調されていて、元のものは保存されていない

と言う事が今回わかりました。引継は受けていても十分ではなかった様です。新調しても保

存すべきという事は今回解って頂いた。西町からは朝鮮通信使の幕をお預かりしています

ので、この出羽幕についても新調されるときは元のものは預れるというお話をしています。

地元と業者は新調ありきで話を進めつつありましたので、修復に話を軌道修正して行きた

いです。 

衣斐：京新田のキリシマについてお願いします。 

鈴木：地上部分、つまり幹枝葉についてなのですが、ほぼ円形に保たれているわけです。問

題は樹高で、なかなか伸びないと言う事で思わしくないです。平成２５年の１０月４日にキ



 

 

リシマの持ち主から文化課に相談がありまして、それにしたがって調査を行いました。その

結果、東側の枝枯れが激しい。西側は比較すると分かりますが割と元気な様子が分かると思

います。全体を見てもやや上が無くなった感じです。ネットは冬の西風を避ける為ですし、

樫の木の陰になっている部分は割に元気が良く、直射日光がもろに当る東側は元気がない

ので、同じような樫の木を植えています。クロボクで育っていたので土が合わないのではと

いう事で、上のほうだけクロボクをだして、細かく肥料分の少ない砂を入れた訳なんですが、

クロボクの根のほうがうまくいっておるということが今回の調査で分かって来ました。樹

木医さんと名村さんが相談しまして、その結果、枯れ枝を除去すると言う事で、７月中くら

いに上の方の枯れ枝や元気のない枝を切除しようと。自然に育っているとこんなに長い枝

は無いんですが、支えたり吊ったりして随分長いわけで、栄養分や水分が届かないので、思

い切って切りましょうと言う事になりました。それから、これまでもやって来たんですが直

射日光を避ける対策をしていきます。病気を防ぐと言う事も。もうひとつ、下についてはで

すね、クロボクをのけて山砂を入れたのがおもわしくないので、元土のクロボクにもう一度

戻してみようと言う事で秋以降に土壌改良した部分の砂を徐々に取り去って戻して行く改

良をしていくことになりました。樹木医さんも相談に熱心に乗って下さっています。急に見

違える様にはならないと思いますが、しっかり対策を取って行こうと言う事です。栄養分が

来ておって良い部分までで枝を切って、なんとか真ん中の方の樹勢を良くしていくと言う

ことで話がまとまっています。そんな事言っても、台風が来たり、猛暑でいっぺんにあかん

なったこともありますしね。 

衣斐：花はどうですか 

鈴木：今年は割りにつきました。 

衣斐：では、伊奈富神社庭園についてお願いします。 

代田：こちらの会でも何度か議題にあがっている伊奈冨神社の七島池ですが、前回までのご

報告ではヘドロが 70ｃｍ位蓄積しており、それを浚渫しないといけないということでした。

ヘドロが蓄積した原因は、昔は氏子で池さらいをしていたのがしなくなって 40年以上とい

うことと、本来高木がなかった島や池の周辺に落葉樹が増え、その葉が池の中で堆積してい

ることなどが上げられます。また、それらの樹木が枯れたり台風などで倒れたりすると島の

土ごともっていってしまって、島が破壊されるという事態にも至っています。そこで、所有

者の伊奈冨神社さんから業者に浚渫の見積もりを取っていただきましたが、4000万円とい

う高額でしたので、現実的ではありません。ほかの方法を考えなくてはいけないのですが、

庭園の先生というのは県の保護審にもいらっしゃらないので 6月 30日に奈文研の中島先生

に来ていただきました。平成 24年度に一度半分ほど水を抜きましたが、今回は地元の方が

ほぼすべて水を抜いてくださっていました。そのため、島の形状がとてもよく見えました。

島の水面下の部分は木の根でもっているようなもので、不要な樹木といいながらそれを安

易に伐採するのは難しいかもしれません。また、70ｃｍと思っていた泥ですが、水を抜いた

状態で計ったら 130ｃｍもありました。その浚渫については、地元の方は、昔の池の周囲や



 

 

島の周囲は池の底が固くなっていて歩けるということで、その境にくいを打ち、そこに浚渫

した泥を入れていくことで泥の処分も少なくなるし一石二鳥ではないかという案を出され

たのですが、史跡の保存という観点から、発掘調査などを行った上で方法を考えていこうと

いうことになりました。これは、長期戦で考えていきたいと思います。なるべく費用を抑え

て、現実的な方法を模索しながら、中島先生や県との連絡を密にしてすこしずつ前に進んで

いくしかないかと思います。 

宮崎：今回は水を抜くことが出来ましたので、それが大きな成果でした。発掘調査を終えた

あとで、杭を打って行くという方法もあるのではないかと思いました。 

衣斐：4000万の内訳で一番大きいのはなんなんですか？ 

代田：処分費が半分ほどでした。ただ、業者にしていただくと産廃になるのですが、神社さ

んや地元の方が浚渫して、神社の空き地などに持っていくのでしたら産廃扱いにはならな

いようですので、すこしずつしていくしかないかなと思います。 

宮崎：一気に浚渫するのは大変ですが、何回かに分けてやっていくということも考えて、本

当に長期戦で考えていきたいと思います。 

衣斐：では、妙福寺の虫害についてお願いします。 

代田：去年の盆踊りのときに、地元の方が県会議員の方に相談されたそうで、県から文化課

に連絡がありました。妙福寺の本堂の入口にシロアリが発生したということで、応急的に殺

虫剤を振っていただいたそうですが、仏像への被害をご心配されていました。そこで、県と

市とご住職と地元の方とで集まりまして、現地を調査しましたところ、シロアリが発生した

箇所の縁の下に焚きつけなどに使う雑木の類がたくさん詰め込まれていまして、温床にな

っているようでしたので撤去をお願いしました。その後、3月 18日に文化庁の井上技官が

こちらに来られる際によっていただくことが出来ましたので、確認していただきました。そ

れによると、仏像にシロアリの被害が広がることはないということ。大日菩薩は 12世紀の

もので、もとはかなり大きな寺院があったと考えられます。保存状態は 2 体とも健全であ

り、虫損の跡も顕著ではないということで、釈迦如来についても後頭部に虫損による傷みは

あるものの、概ね良好とのことです。後頭部は展示などのときに移動させる場合は注意が必

要ですが、経過観察で十分であり、緊急性はないとの判断でした。それで、地元の方は安心

していただけたのですが、ただ、地元の方としてはお堂の老朽化が問題になっておりまして、

それについての補助についてもご要望がありました。それについては、収蔵庫を別に建てる

ための土地がお寺にはないということ、お堂に収蔵庫を併設する施設については現在は補

助が出ないということなどの説明を受け、現状では補助メニューがないということになり

ます。燻蒸には補助が出ますが、本堂全体をするのは難しいですし、虫を 0 にするだけで

す。そのため、こちらの問題については、今後もご相談にのっていきたいと思っています。 

瀧川 私もひどいことになっているという認識がないです。ただ、窮屈な印象がありますの

で、昔はもっとほかの大きな寺院にいらしたのだと思います。 

釆睾：御堂の周辺環境が良くないです。御厨子に虫の痕跡が有って、昔はお厨司に防虫剤を



 

 

置いて様子を見ると言う話になったとおもいます。 

瀧川：ただ、井上技官が見て大丈夫ということなので、大丈夫なのでしょう。 

衣斐：では、３番のその他についてお願いします。 

藤原：本田の工場の西側に存在する石丸野古墳です。昔は前方後円墳であったということで

すが、前方部が失われ、きれいな円形をしています。地元がかなり手を入れていて、50ｃｍ

程の土盛りを近年されています。十字のトレンチを入れました。その結果、周溝は残ってお

りました。西側の墳丘には葺石が残っておりまして、古墳であることは間違いないです。墳

頂部から西に外れた所に須恵器が顔を出していて、５-６世紀の古墳であることは間違いあ

りません。本来の古墳の盛土に、棺が収められた落ち込みが見えて来たと言うところで昨年

の調査は終えています。保存を前提に進めて行きたいので、すこし引っ張る感じですが、競

売はやめてくださいということで東海財務局についてはお願いしています。夏ごろから秋

にかけてまたトレンチを入れさせていただいて、今後の方針を決めたいと思います。 

伊藤：競売の話は、実態が分からないから調査すべきだと言うのがこの会の結論でした。間

違いなく古墳です。古墳時代の半ばから後半ごろらしい。僅か４本のトレンチで埴輪が無い

とは言いきれない。埴輪が有る無しは大きな問題となりますので。古墳の時期が分かる、堀

の幅が分かる、できればホンダの駐車場も調査して。競売がどの時点で具体的な話になって

来るのか、知恵を絞って頂かないと難しい。 

衣斐：何かほかにありますか。 

井上：事務局から連絡させていただきます 

宮崎：指定文化財の一覧については、ホームページで掲載させて頂く事になりました。北勢

４市の文化財協議会は桑名市さんで開催です。日程が分り次第連絡させていただきます。 

 

 


