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文化課長：第 1 回鈴鹿市文化財調査会にお集まりを頂きまして有難うございます。鈴鹿市文化

財保護条例施行規則第 9条の 6第 2項の規定により，委員数の半数以上が出席を頂いて

おりますので本日の調査会が成立いたしましたことをご報告申し上げます。 

文化振興部長：非常にお忙しい中，平成 27年度第 1回鈴鹿市文化財調査会にご出席を賜りまし

て本当に有難うございます。 

宮崎：鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱につきまして，ご快諾賜わり有難うございました。委嘱期

間 2 年間となります。本調査会の会長職ですが，鈴鹿市文化財保護条例施行規則第 9 条

の５第１項により，委員の互選により決定して頂くこととなります。また，同規則第９条

の５第２項で，会長職が決まりましたら職務代理職を指名して頂くこととなります。 

伊藤：衣斐委員を推薦します。 

文化課長：衣斐委員に会長をお願いします。会長に職務代理者を指名して頂きたいと思います。 

衣斐委員：前回と同じように小谷委員にお願いします。 

文化課長：会長には衣斐委員に，職務代理者には小谷委員，どうぞ宜しくお願い致します。 

会長：大変猛暑の中，ご出席賜りまして有難うございます。スムーズに会議の方が進行しますよ

うお願い申しあげまして，ご挨拶をさせて頂きます。宜しくお願い致します。 

文化課長：鈴鹿市文化財調査会運営要領６条に従いまして会長に議長をお願い致します。 

会長：傍聴に関してはどうでしょうか。 

宮崎：鈴鹿市情報公開条例第 37条の規定により，会議は公開が原則でございます。本日傍聴の

方の受付をしましたところ，傍聴の希望なしということです。 

会長：議事に入らせさせて頂きます。平成 27年度文化財保護事業計画について，まず一般文化

財関係を宜しくお願い致します。 

宮崎：平成 27 年度の主な文化財事業計画でございます。4 月 16 日から伊勢型紙資料館新蔵に

て，「伊勢型紙と文様 1―瓢箪―」と題しまして，郷土資料室で収蔵しております型紙の

中から，今回は，瓢箪の柄の型紙をはじめ小本などを展示しております。伊奈冨神社の庭

園は，今年度は県の補助事業といたしまして，年間 3 回の修理保存委員会を開催し，発

掘調査を進めるものでございます。金生水沼沢植物群落の観察会ですが，今年度は 6 回

予定しております。続きまして，荒神山観音寺の梵鐘調査につきましては，議事(2)の②

の方でお願いします。専照寺所蔵の資料調査につきましては，国の登録有形文化財，美術

工芸品への登録に向けて，6 月 3 日に専照寺で資料を確認しました。詳細は，議事(3)で



お願いします。次に，神宮寺の木造深沙大将立像は，6月 22日に会長，瀧川委員に参加

頂き，県との合同調査となりました。詳細につきましては，議事(2)の①でお願いします。 

8月 20から 23 日まで伊勢型紙資料館にて，同資料館の指定管理者である伊勢型紙技

術保存会主催の企画展で「半衿のお洒落展」を開催して頂きます。 

10 月には，「文化の薫る歴史街道活性化事業 歴史講演会」を 10 月 25 日，鈴鹿市文

化会館けやきホールにて，元 NHKアナウンサー松平定知様を講師にお迎えし『その時歴

史が動いたの現場から』の演題で，県内外の方々にも本市の歴史に関心を持って頂く機会

の設定として企画いたしました。文化の薫る歴史街道活性化事業は，地方創生の一環とし

まして，地方に新たに交付する交付金事業で進めるものでございます。国の登録有形文化

財でございます佐佐木信綱生家土蔵の改修を事業の大きな柱としています。11 月 27 日

には同事業の文化講演会として佐佐木幸綱氏を招聘して，講演会を開催する予定です。 

続きまして，記念館関係の特別展でございます。10月 24日から 12月 13日にかけて，

大黒屋光太夫記念館第 11 回特別展 会館 10 周年記念展『おろしや国酔夢譚と井上靖』

を行います。井上靖とその作品であります「おろしや国酔夢譚」を中心に紹介します。佐

佐木信綱記念館の特別展を 11 月 6 日から 12 月 13 日にかけて開催します。雪子夫人に

スポットを当て『信綱と雪子～二人三脚の執筆活動』特別展を予定しております。 

年が明けまして，1月には文化財防火デーに合わせた防火訓練・防火査察を，また，1

月の下旬から 2 月の上旬にかけまして北勢四市の文化財調査会の開催を予定しておりま

す。3月には，第 2回の文化財調査会を予定しております。 

会長：何かご質問等ございましたら。 

伊藤：伊奈冨神社の発掘調査ですけど，市民の見学会等は予定されていますでしょうか。 

宮崎：発掘期間中，現地説明会という形で考えております。 

伊藤：発掘は水を抜いてでしょうか。 

宮崎：発掘期間中，水溜を作ってそこから常に水を汲み上げていくという形です。 

会長：それでは，②埋蔵文化財関係についてお願いします。 

川久保：平成 27年度考古博物館文化財事業についてご説明申し上げます。まず，国・県補助の

市内遺跡発掘調査事業ですが，広瀬町の伊勢国府跡遺跡，本年度は第 34次調査として調

査を予定しています。木田町大谷の大谷古墳の確認調査は，墳丘上の若宮八幡神社の建て

替えのため，影響確認を行ってまいります。個人住宅にともなう発掘調査は，十宮町三丁

目宮ノ前遺跡の第 4 次に調査に入りました。木田町磐城山遺跡は個人の農地改良にとも

なう緊急的な発掘調査の第６年次目となりました。緊急発掘調査は，木田町間瀬口遺跡発

掘調査を既に終え，十宮四丁目の十宮古里遺跡第 5 次発掘調査に今月着手する運びとな

りました。(2)埋蔵文化財公共費諸手続は，埋蔵文化財保護法に基づく件数は 6 月 20 日

現在で発掘届けが 22 件，発掘通知が 2 件，発見届けが 1 件でございます。(3)の遺物整

理といたしましては，本年度は平田遺跡発掘調査報告をまとめる他，磐城山遺跡の第 6，

7次発掘調査の報告書を刊行する予定です。小規模な発掘調査の成果は「鈴鹿市考古博物

館年報第 17号」に掲載する予定です。(4)発掘成果の公開普及は，スライド説明会を 5月

5日に実施し，また展示説明会を 4月 18日に開催しました。ミニ展示「徳居窯群」を 6



月から展示ホールで，磐城山遺跡発掘体験会を 7 月に開催する予定です。伊奈冨神社や

十宮古里遺跡発掘調査につきましても説明会を開催していきたいと考えております。 

    史跡伊勢国分寺跡の整備につきましては，補助金が減額査定されるておりますが，本年

度は，築地跡の南半分の明示を行う他，東屋を兼ねた休憩施設の詳細設計を行う予定でご

ざいます。また，除草管理事業と排水機能の向上を目的とした改修を実施いたします。 

    史跡伊勢国府跡政庁，王塚古墳，市史跡西の野第 5 号墳につきましては，委託して除

草管理を努めております。緑と歴史に触れる古墳，城館と整備補助事業は，三重森と緑の

県民税交付金を活用して，民有地に所在する古墳や中世城館の除草伐採をするもので，9

割補助となっております。 

    最後に企画展｢みちのしたにあったもの 道路建設にともなう発掘調査から｣が始まっ

ております。昨年度の当博物館の入館者数は，一年間で 9,953名でございまして，一万に

届きませんでした。本年度は，一万人超えるように，頑張っていきたいと思っております。 

会長：今の御報告にご質問等ございましたらお願いします。 

伊藤：県の森と緑の基金ですね，今年度以降の見通しはどうでしょうか。 

藤原： 9 割補助ですが，すぐにはのってくれない状況でございます。実績を作って次ぎにつな

げる形ができたらと考えているところです。 

筧：考古博物館の入館者が一万人を切るのは寂しい。 

澤井：ポスターは，配布させて頂いており，広報やホームページもさせてもらっているのですが。

場所柄なかなか交通の便も悪く大変苦労しているところでございます。 

会長：今の入館者数の中には，小学校の見学は入りますか。 

澤井：入ります。出前講座での生徒さんの数というのは含まれておりません。 

会長：それでは二番目の指定文化財候補について移りたいと思います。 

瀧川：神宮寺の御本尊に向かって左側に安置されておられる深沙大将という仏像です。県内でも

比較的少ないもので，しかも鑿跡を残しております。右肩のところから鑿の跡がずっと背

中の方までそういう彫をしております。通常こういう仏像を鉈彫りといいまして東北と

か東日本に多くございます。大きさは 1mぐらい。一本の木から出しており，台座も含め

ますと 114.5cm。台座を含めた頭体のほとんどは，かや材。台座を含めてこの一材から彫

出しており，手とか足先などを別材で作っております。一本の木からまるっと掘り出した

ということは非常によく分かる構造でございます。元は顔料，彩色が施されていたと思わ

れます。赤色でおそらくはベンガラ。膝下から背中の辺りに丸鑿の痕跡がはっきり見て取

れる。これは意図的に残したものと考えられます。保存状態ですけれども，持物とか右手

先，左肩よりは幾つかの材が後補になっております。また台座部分を中心にして虫損がか

なり。この虫食いにつきましては，形状がかなり痛々しいという状況です。製作年代です

けれども，平安の末ぐらい 12，13世紀になるかも。元々，伊奈冨神社の菩薩堂に安置さ

れていたと伝えられておりまして，ここで大般若経の転読を行われていたと聞いており

ます。国内の作例では，岐阜の横蔵寺，東大寺，京都の金剛院に快慶が作った深沙大将と

いうのが伝わっております。三重県内には亀山の石上寺ですとか伊勢の金剛証寺に作例

があるんですけれどもいずれも近世の作品です。作風も平安時代に遡る可能性がかなり



高いということで県内でも貴重な深沙大将の作例であることが言えるかと思います。最

近鉈彫という御像がどういう経緯で作られたかということで彫刻史の中でも新しい説が

出たりして議論が活発になっております。鉈彫りのしかも西の方に残っている作例とい

うことで非常に珍しいものです。この二点が主に評価されることかと思います。 

会長：ありがとうございます。私の記憶では，三重大学の松山先生がかなり注目されていました。 

瀧川：その調査に私が同行したという形だったと思います。 

塚本：平成 8年に調査されているんですね。指定にしなかったのは何か理由があるんですか。 

会長：その時は，大般若経が散逸しかかっており，その調査が先という意見があったと思います。 

塚本：大般若経と深沙大将のつながりというのは一般に言われることなんですか。 

瀧川：玄奘さんを助けたということで経の守護神的な感じになっています。 

塚本：大般若経には年号が書いてありますか。何年ぐらいですか。 

会長：代田さんどうですか。平安末ぐらいからあったんですか。 

代田：同時代ではなく，後世のいくつかの年代のものが混在している感じでした。 

塚本：瀧川さんの見立てでは深沙大将の方が先に成立してその後に大般若経ができたと？ 

瀧川：大般若経は，一式揃って伝わっているという感じではないと思うんです。関係はあります

けれども大般若経は大般若経，彫刻は彫刻がいいのかなとは思うんです。 

会長：黄檗文化が入ってくると深沙大将は消えてくんですわ。ですから，金剛証寺とか石上寺は，

近世にまた作られたんだと思います。瀧川先生，これは三重大学の調査では平安末から鎌

倉初期かという疑問を呈しておられましたけど。平安末ぐらいですか。 

瀧川：それぐらいと考えますね 

小谷：大体みんな赤いんですか。 

会長：これはタクラマカン砂漠の炎だと思うんです。蛇を口に咥える絵は他にありますか。 

瀧川：普通手に持っているものですね。構造上持てないから口に持っていったんじゃないかと。 

伊藤：近年その成立をめぐって新たな議論とはどんな議論なんですか。 

瀧川：日本の独特の信仰で霊木信仰というのがありますが，木の中から仏さんが現れてくる瞬間

を表したものだという考え方が提示されてきたんです。仏様が躍動する動きを鑿で表し

たんじゃないかとか，仏さんがまさに作られていく表現として鉈彫りというものが考え

られています。格の高い寺院に御像が置かれているということです。 

塚本：平安末という判断は。 

瀧川：鉈彫りも含めて。当初のままだと思いますので。 

会長：保存方法はどうなんですか。 

瀧川：去年実はモニタリングを一旦やりまして，虫害を確認しています。 

代田：展覧会に出品されますので，相手館の方にもそのことはお伝えしました。 

会長：8月の 11日から龍谷大学でしたかな。 

代田：はい，県の文化財審議会の先生は，龍谷ミュージアムの学芸員さんでもあります。 

会長：事務局としてはどうですか。 

宮崎：所有者さんは，いくつか文化財をお持ちですが，ひとつ大きなステップアップなんじゃな

いかなと。所有者のほうにも保存について理解をして頂けるかなと思います。 



会長：それでは，瀧川さん，みなさんの御意見を踏まえたうえで，よろしいですか。それじゃ深

沙大将については御報告通りに話を進めていきます。荒神山の観音寺の梵鐘について。 

代田：別紙 4，p6 をご覧ください。梵鐘を指定にというお話です。こちらの梵鐘は，春日局が

寄進したものといわれております。お寺には，たくさんの方が梵鐘を見に来られ，こんな

立派な梵鐘が指定になっていないのはおかしいという意見をいただくとのことでした。

下が梵鐘の写真です。銘は鋳造ではなく表面に彫られており，池の間 4 面に対して 3 面

に彫ってございます。縦帯にも銘が彫ってありますが，結論から言うとこちらは後から彫

られたんじゃないかと。縦帯には「御旦那 春日局」「伊勢国亀山本田下総守御知行所」，

「台徳院～」の二行が彫られており，「本田下総の守」の「田」の字が違っています。池

の間には，正保五年の銘があるんですけれども，正保五年にはすでに春日局が亡くなって

いるので，池の間の銘と縦帯の銘は整合性がとれません。こういうのを見て今まで指定に

なってないんじゃないかと思います。 

会長：これは鈴鹿市では桃林寺の鐘の次くらいに古い。昭和 19年ごろに供出問題が起こってく

ると，古い鐘は残されました。桃林寺の鐘は残りますが，荒神山のが供出に遭わなかった

のは，春日局寄進が効いたと思うんです。 

瀧川：津市に「辻」という鋳物師があります。辻の初期のものには津市で積極的に指定する動き

があるようです。梵鐘調査書を一回調べてみます。 

会長：供出があり梵鐘の歴史は学術的な裏付けがあまりなされていないかもしれませんね。 

伊藤：梵鐘本体については，専門の方，国や博物館とかね，専門の先生に一度見て頂くとかね。 

塚本：春日局のあとぼりはいつごろのものなんですか。 

代田：荒神山の前御住職がまとめられた本があって，その中に春日局が寄進したとすでに書いて

ありますので，少なくとも昭和初期には彫られていたと思います。 

会長：「本田」の「田」にしてもこういう間違いはしませんのでね。春日局の寄進でこういう間

違いはないと思うし，鋳造が誰によるものかってのもあると思うんですね。 

塚本：戦時中供出を免れたのが春日局と鐘に記載されているからとは確実に言えるんですか。 

会長：いや，分からない。それは私の偏見で。 

瀧川：もし調査書に載っていれば，これこうだから残すべしといった理由を書くんですわ。まず

それをあったてみます。 

塚本：供出を免れたってことはひとつの歴史であってそのことの評価を考えてもいいと思うん

ですね。ただ単に古ければいいというものでもないですし。これが春日局と伝承された歴

史自体も興味深いと思いますね。ちょっと違った観点から考えてみてもいいんじゃない

かと思います。 

会長：それは，瀧川先生，供出した鐘の記録もあるんですか。 

瀧川：それはなかったと思います。供出の時，延期願いがでるんですね。その願いに従って一個

ずつ調査員の先生方が調べていった記録です。警報で鳴らすことがあると免除されたと

も書いてありました。 

会長：半鐘は残されたんですね。非常用に鳴らす。この前の文化財調査会で私が言いましたよう

に鐘を突くのはだめなんです。地震で最初に倒壊するのは鐘楼です。命の鐘なんて，危険



度が一番高いと思います。 

塚本：戦後 70年過ぎていますし歴史として評価していいと思いますね。 

代田：せっかく梵鐘の先生を呼ぶのであれば市内の未指定の梵鐘の調査をしたいと思います。 

会長：梵鐘は把握できますね。問題は鰐淵とか半鐘とかかなり漏れているものがあるやないか

な。鰐淵はけっこう古い歴史があると思うんですね。神宮寺の応永年間の鰐淵があるとい

う記録はあるんですけど，見たこともないです。代田さん，この先生ならということも把

握しながら次の時までの報告ができたらと思いますけど。それでは，三番目の吉澤桜島碑

記についてお願いします。 

代田：続きまして，平成 19 年にも審議して頂いた吉田神社境内の石碑「吉澤桜島碑記」です。

19年の審議の時には継続審議になりました。新たな資料が見つかったのでもう一度審議

してほしいというご要望です。農地改革の一環としまして，玉垣村にあった池を干拓して

水田にしました，その時の記念碑的な内容の石碑が残っております。字を書いたのが江戸

の三筆の一人の市河米庵，刻んだのが広瀬群鶴で，これは江戸の石工なんですけれども，

この二人のペアで作っている石碑は全国にあり，指定文化財になっている例もございま

す。新たに発見された資料は『紅梅軒国遊記』というもので，大安町のお寺に所蔵されて

おります。江戸時代の桜島の様子が描かれています。大きな池の真ん中に島があり，島の

中に石碑がありまして，その石碑が吉田神社に移されている石碑になります。この石碑を

市の指定の文化財にとのことですが，本来ならこの池を史跡とか名勝とかに指定するの

が自然かと思います。しかし，p8をご覧いただきたいのですが，昭和 27時点の航空写真

ではまだ池が残っており，これだけの大きさの池があったんです。そして，その下の平成

27年の航空写真では、池がなくなっていて、赤で囲んだ部分が桜島公園。緑の部分とい

うのが島の名残です。島は公園の中の小さな山になっていまして、子供たちが登ったり降

りたりして遊んでいます。名勝指定というのは難しんじゃないかという気がします。石碑

につきましても，桜島から玉垣小学校に移して、さらに吉田神社に移したという経緯があ

り，史跡指定は難しいかと。鈴鹿市内を見渡してみると江戸中期以降ぐらいの石碑という

のはまだあるようにも思います。鈴鹿市の指定としてどういった形があるのかというの

を含めてご審議いただければと思います。 

会長：平成 19年に調査会に上がってきて、確か，宮崎青谷が桜島の絵を描いておった記憶があ

りましたので，それがあれば裏付けを取りながら度考えてみましょうと。今説明がありま

したが，これは旅行記みたいなものですか。 

代田：書かれたのはお医者さんらしいですけど。地誌が種々編纂されている中で、南勢の記述は

たくさんあるが北勢の記述は少ないということで書かれたということです。 

瀧川：これ確かいろんな石造物書いているんですよ，この人・・・ 

会長：草木の一本一本まで書いてありますね。碑が玉垣小学校にあったのはいつ頃の話ですか。 

代田：公園として整備する前だと思います 

会長：国や県や市が絡んだわけですね。 

代田：公園化した市は絡んでいると思います。危ないとかそういう理由でしょうけれども。 

会長：いったん玉垣小学校に移してそれでこっちに移ってきたのはいつ頃ですか。 



代田：公園ができてからです。 

会長：そうなってくると市だけの問題ですね。市の持ち物かもしれません。名勝史跡に関しては

難しい。鈴鹿市の開墾の歴史の中で、ここは藤堂藩でしたのでこの記録はきちっと書いて

ありますね。石碑も非常にきちっとした石碑ですね。 

瀧川：私も平成 19年に現地を見に行ったのをかすかに覚えています。この池の真ん中に，長さ

6尺、幅 4尺ですか。その頃にあったのは間違いないし，その辺はどうなんですかね。 

会長：この地図がでてきたことで余計に現状と本来との落差が大きいということになってしも

うたわけですね。私は、宮崎青谷とマッチしながらもう一度審議にという期待があったん

ですけど，そうじゃなくてこうなってくると。文化年間の常夜灯とかいろんな古いのはあ

るんですよ。しかし，開墾の歴史、島の景観とかですね、そういうこともきちっと謳われ

ているような気がするんですわ。面白いかなと。どうでしょうか、塚本先生。 

塚本：碑自体というより鈴鹿市の開墾の歴史を示すものという評価ですね。鈴鹿市でどれくらい

開墾の歴史があるのですか。 

会長：開墾に関しては、何々新田という地名が鈴鹿に残っていますね。それを裏付ける碑として

はこれが一番古いと思いますし、一番きちっとしてます。まして当時藤堂藩がバックにあ

るので市河米庵を頼んだり、江戸の石を頼んだりできたんやと思いますね。 

塚本：藤堂藩がこの碑を建てさせたと。 

会長：そうです。藤堂藩の開墾になります。大窪詩仏なんかも漢詩に詠んだりしてますもんね。 

代田：碑に関心が高かったのか、桜島の景観が良かったのかという問題もあります。 

会長：こういう開墾の仕方はなかったと思うんですわ。景観を謳いながらというのは。 

塚本：ただ単純に農地を増やすだけじゃなくて。そういうことに関する文献資料ってあります。 

代田：ほとんどないです。 

会長：神戸地方平原郷土史にはなかったでしょうか。碑の所有者はもっぺん確認してください。 

代田：吉田神社は彌都加伎神社の末社になっているようなので彌都加伎神社なんじゃないかと。 

会長：そこんとこはきちっとしとかんとあれですね。つまり、鈴鹿市が公園の敷地内のもんだか

ら市の権限で玉垣小学校にいったん持って行ったのか。神社に断って持っていったのか。 

瀧川：江戸の石工が来たってことは、石は向こうの石なんですかね。伊勢の方でも石を江戸から

持ってきてそこで作っているもんがあるんですが。 

会長：石工の群郭というのはかなり評判やったみたいですね。彫りもいいです。拓をみてもきれ

いですから。指定文化財というのは全部市河米庵と群郭とセットの資料ですか。 

代田：坂出と小笠原はそうです。相模原は彫りは群郭で書いたのは別の人，流山は市河米庵の書

なんですけど彫りは別の人です。坂出は，開墾関係で指定になっていますけど，坂出の成

立する歴史自体開墾の歴史になっているので鈴鹿の場合とは少し違うかと思います。 

塚本：指定に向けて取り組まれているというのは、どういう方々なんですか。 

代田：吉澤さんという方から始まり，今は地域で取り組まれているようです。 

会長：平成 19年の時は吉澤さんから申請がされていましたな。開墾していくときの当時の子孫

に当たる方なんですか。 

代田：吉澤さんは桜島には沢山います。家の歴史をということから始まっていると思います。 



会長：ここは古くは、町田（ちょうだ）と言うたらしいですわ。それがこの開墾によって地名も

桜島になって。そのまま縁のある名字がついて吉澤桜島記碑という。 

代田：玉垣郷土史を編纂するために結成されたグループが、郷土史の出版が終わったので、地域

の埋もれた史跡を発掘していこうとされているみたいです。 

会長：その本が出てからこれがみつかったということですね。 

塚本：作られた当時と現状はかなり変わっているので、史跡名勝はちょっと難しい。碑そのもの

の価値を紐解いていってですね、その価値を見出したときには、文化財指定も。 

会長：金石関係ですかね。他では指定のしようがない。 

塚本：歴史資料でもいいじゃないでしょうか。 

瀧川：こういうやつって一番どこに入れるかが難しいんですね 

塚本：美術的な観点では。 

瀧川：灯篭なんか工芸として指定しているのと、不動産みたいなので建造物として指定している

やつと二手に分かれますよね。 

塚本：難しいですね。 

瀧川：石造物とか行き場がなくなっている感があります。歴史的な場所にあるってことでしたら

史跡っていう言葉が使えますけど。どうもこの場合はそれが馴染まない感じです。先ほど

代田さんがおっしゃったみたいに石碑自体をどう位置付けるか。非常に悩ましいこれ。 

筧：石碑そのものの、市河米庵だというよりも、失われてしまった景観と歴史というものとして

意味があるってことですね。一点物で歴史資料に指定することは不可能でしょうか。 

瀧川：いや、それはいいんじゃないかと思うんです。歴史資料の考え方だと思いますので。 

会長：この二つ足すというのは無理ですか。歴史金石資料として。これ 2 回上がってきとんの

でね。いっぺん所有者をきちっとして裏付けして。 

代田：財産目録に載っているわけではないので鈴鹿市のものだという証拠はないんです。不動産

ではないので登記とっても誰の土地にあるかっていうことしか分からないと思います。 

会長：それはあまり登記をとっても意味がないということですか。 

代田：弥都加伎神社さんが所有者として意識があればそれでいいと思うんですけど。 

宮崎：史跡としてならば、土地の所有者というのは必ずついてきますんでね。今回史跡名勝じゃ

なくて歴史資料と考えたときに、ちょっと時間ください。本日の調査会の中で史跡名勝は

なし、歴史資料として文化財の価値は否定できない。持ち主をしっかりしないことには申

請のしようがないと。その部分は申し出された方に伝えて行く必要があるかと思います。 

会長：そしたらきちっとした所有者を詰めてもらって。そんなことでどうでしょうか。 

宮崎：管理上今後どうするかが文化財指定する大きな課題だと思います。 

伊藤：弥都加伎神社と話をしてね、そこに管理責任があるのか、どっから指定申請が出るか。地

元できちっと整理整頓していただかないとまず無理だと思うんですね。 

会長： 3番目のその他、専照寺所蔵資料についてお願いします。 

代田：別紙 6になります。専照寺でお持ちの資料の登録有形美術工芸品への登録についてです。

登録有形文化財というのは，建造物が 1万棟超えていますが、平成 17年の 4月に文化財

保護法の改正によって美術工芸品にも拡充されております。拡充はされているんですが、



まだ 14件しか登録がないので，一般にはあまり知られて居りません。大学とか自治体と

か，お寺さんでも東大寺とか大きなお寺さんが多いようです。三重県にはまだ一件もござ

いません。登録の現状としては、2年前に 1件新規登録があって以来新規はありません。

建造物と同様，美術工芸品にも登録の基準がありまして，まず一番目には正確な員数が確

定していること。二番目に製作後 50年を経過したものであって歴史的系統的にまとまっ

て伝承したもの，系統的網羅的に収集されたもの，すなわちコレクション等の一括資料に

なっているもの。三番目に文化史的意義、学術的価値及び歴史上価値を有するもの。四番

目に一地域に関するものではなく、全国的に影響力があるものということで，建造物に比

べるとかなりハードルが高い印象です。それを踏まえたうえで、別紙 6 から見て頂きま

す。専照寺さんには現在 2000点ぐらいの資料がございます。江戸初期以降たくさんの学

僧を輩出されており，江戸前期には光深という方が興福寺と関係が深く，興福寺伝来の資

料が多数含まれています。また，江戸後期から明治にかけて 2 代の住職が集めた資料が

大半を占め，高田派のお寺さんでありながら高田派以外の経典がかなり含まれていて、珍

しいものも多いということで日本女子大の永村先生が価値を見出されています。いくつ

か資料をご紹介させて頂きます。大般若経、これ慶長 5 年の校合銘があるので、それ以

前のものですからかなり価値があるんじゃないかと思います。これも興福寺伝来である

ことが箱書きからわかりますので，光深さんが頂いてきたものと思います。他に『変似我

法事』などという奈良にも残っていない経典が光深さんらによって写されて伝わってい

ます。他の宗派の貴重な資料がたくさん残っているという点から、一地域に関するもので

はなく全国的な影響力があるという 4番をクリアできると思います。 

会長：一度山口先生と調査されたことがありましたね 

代田：山口先生と調査させて頂いたのは宗祇の肖像画でした。 

会長：それなんかもはいっとるんですか。 

代田：リストの中に含まれています。書画類も一緒に含んでいたので。 

塚本：登録有形となると美術工芸品の場合どういうメリットがあるんですか。 

瀧川：建造物の場合同様，使いながら維持していきましょうという感じじゃないですか。縛りが

少ないけれども補助も少ないという感覚に僕は考えます。 

塚本：美術工芸品の登録有形、そもそも意味はあるのか。 

代田：基準を読んだ感覚ですが，市とか県の指定で拾えない文化財があるじゃないですか，そう

いうものを拾っていこうという制度なのかなという気がしました。写真とか紙芝居のコ

レクションとか。地域性はないけれども，散逸するには惜しいものが沢山ありますよね。 

瀧川：入江泰吉記念館にある工藤利三朗の資料が登録になっていますね。あと東大寺資料。 

会長：14件というのは国全体で，三重県はないということですね。これは結局この会ではどう

いう位置づけにしたらいいんですか。 

代田：一応ご報告させて頂いています。市の指定に格上げがあればまたご審議頂ければと。 

会長：事項書に沿いました審議はこれで全部終了させて頂きます。ありがとうございました。 

宮崎：第 2 回目の方は 3 月に予定をしておりますので年明け早々には連絡をさせて頂きますの

で宜しくお願いします。本日はどうもありがとうございました。 


