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平成 28 年度第１回鈴鹿市文化財調査会議事録 

              日時 平成 28 年度 7月 11 日（月）14:00～15:45         

 場所 考古博物館           

出席者 

 文化財調査会委員 

  衣斐 弘行委員  伊藤 久嗣委員  筧 真理子委員 

  小谷 成子委員  瀧川 和也委員  塚本 明委員 

  諸戸 靖委員   釆睪 真澄委員 

文化スポーツ部 

  文 化 財 課 長      浅野  浩 

文化財課  文化財ＧＬ     宮崎 哲郎 

文化財課 文化財Ｇ    牧野 祐一 

前田 有紀 

渡辺 愛子 

尾崎 亮太 

文化財課 発掘調査ＧＬ   新田  剛 

 欠席委員 

    鈴木 愼一委員    山口 泰弘委員  

 

宮崎:文化財課の宮崎と申します。本日の司会進行をさせていただきます。よろしくお願い 

します。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,委員の半数以 

上の出席を確認しましたので,本調査会が成立することといたします。これより平成 28 

年度第一回文化財調査会を始めさせていただきます。最初に,文化財課長より挨拶をさ 

せていただきます。 

 

課長：文化財課長の浅野です。この四月より担当することになりました。よろしくお願いい

たします，本市では，平成 28 年に大きな機構改革を行いました。新たに「鈴鹿市総合

計画」2023 をスタートさせまして,動き始めたところでございます。文化財行政ですが,

一般文化財と発掘調査を含めた埋蔵文化財との一元化を図り,文化財課として貴重な

文化財を次世代に向けて保存していくこととなりました。また,文化財を活用し,地域

づくりにも努めて参りますので,ご指導ご鞭撻のほど,よろしくお願いします。 

本日の議事でございますけれども,本年度の一般文化財及び埋蔵文化財の保護事業

計画につきまして報告させていただきます。なお,調査報告につきましては,専照寺の

聖教・典籍について報告させていただきます。指定文化財候補につきましては,昨年度

の第 2回文化財調査会以降,事務局として候補と考えられます文化財の情報はございま
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せんが,新たな情報がありましたら,ご意見を添えてお願いいたします。本日は限られ

た時間ですけれども十分にご審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

宮崎:続きまして，文化財調査会の衣斐会長より一言お願いします。 

 

会長:最近のビッグなニュースとしては,信雄の書状,清洲会談の書状が 2,3 日前に各種メデ

ィアに取り上げられたことや金閣寺の北山大塔の相輪の遺物が出てきたことかと思い

ます。ニュースがあった時に相国寺にいました。先生方には議事進行がスムーズにいき

ますようにお願い申し上げます。 

 

宮崎:ありがとうございました。議事に移らせていただきます。鈴鹿市文化財保護条例施行

規則第 9条の 6（第 3項）の規定によりまして,衣斐会長に議長をお願いします。 

 

会長:手元の資料に従いまして進めさせていただきます。議事の平成 28 年度文化財事業計

画について,お願いします。 

 

宮崎:平成 28 年度の主な一般文化財事業計画について,説明いたします。別紙 1をご覧くだ 

さい。昨年度から引き続きの展示ですが,6 月 12 日まで伊勢型紙資料館新蔵「伊勢型紙 

と文様 三 『桜』」展を開催しました。郷土資料室で収蔵しております型紙の中から, 

季節に合わせ『桜』の図柄の型紙を紹介しました。その後,6 月 13 日,14 日に展示替を 

しましたが,内容は型紙資料館で以前展示されていた伊勢型紙の歴史を紹介したもの 

が中心となります。展示資料としましては,紀州藩から与えられ,型商人が荷物輸送や 

行商に持参した通行手形にあたる「通り切手」や行商の許可書となる「鑑札」や各地の 

紺屋から型の注文を取るときに使用する商品カタログ的な「見本帳」，明治・大正期の 

行商の様子が伺える写真はがきに加え,古代型紙 3点と元禄 5年製作で現存する最古の 

型紙の復刻型紙を新蔵で展示しております。同資料館を管理されている伊勢型紙技術 

保存会から現場の声として,伊勢型紙の歴史がわかる資料展示をしてほしいという声 

が多くあったことを反映しました。 

次に,伊奈冨神社の庭園です。昨年度から始まった事業です。昨年は発掘調査を行っ 

た結果,鎌倉期と推測できる庭園で自然の地形を生かした素掘りの池であることが判 

明しました。本年度より本格的な工事に入り,その工法等を確認するための第 4回委員 

会を 4月 27 日に伊奈冨神社で開催いたしました。内容については，担当者から後ほど 

報告させていただきます。第 5回委員会につきましては,改修工事の期間中の 9月の下 

旬を予定しております。 

続きまして 5月 7日に第 1回金生水沼沢植物群落観察会を行いました。観察会は,昨 

年より年 6回開催しております。第 1回目はレンゲツツジを紹介させていただきまし 



3 
 

た。6月 4日,7 月 2日の観察会は既に終わっていますが,今後は 7月 30 日,9 月 10 日,10 

月 22 日に予定しています。今回の観察会の詳細と観察会に向けての沼沢内の作業内容 

につきましては,後ほど担当者からお伝えいたします。 

続きまして 5月 30 日,専照寺の聖教・典籍類についての調査を行いました。後ほど 

資料で説明させていただきますが,平成 18 年頃から地元の古文書が読めるサークルの 

方たちを中心に,1800 点に及ぶ典籍類について目録の作成をされておりまして,その件 

について行政への協力依頼というのがありました。この件については,元日本女子大学 

の先生が関わっていただいておりまして,5 月 30 日に専照寺に来ていただきました。本 

調査会からは,衣斐会長と筧委員にご同席いただきました。 

次も報告となりますが,5 月 31 日に天然記念物の樹木の調査を 3件行いました。本日 

は，鈴木先生がご欠席で,調査結果も樹木医さんからいただいておりませんので,報告 

は次回にさせていただきます。 

そして,本日の調査会となります。8月に入り伊勢型紙技術保存会主催の企画展が開 

かれます。新しい復刻作品の展示替とともに毎回テーマを決めて展示されていますが, 

今回は板締めという 2枚の板を使って染め上げるというものです。8月 25 日から 28 日 

にかけて開催されます。10 月の大黒屋光太夫記念館の特別展ですが,今年度は担当者が 

準備にかかれない諸事情がございまして,テーマなどを提示できず申し訳ありません。 

どういった特別展になるか未定ですが,秋に向けて展示替を行い,場合によっては長期 

的な展示になるかもしれません。佐佐木信綱記念館の特別展につきましては,11 月 2 日 

から 12 月 18 日にかけて開催いたします。テーマは「わが上人,西行へのあこがれ」と 

して,信綱があこがれた人物，西行について，どのような影響を受けたか,歌集「山家集」 

を中心に紹介します。 

年が明けて 1月には,文化財防火関係で防火訓練・防火査察を予定しております。北 

勢四市文化財協議会は,今年度は亀山市での開催となります。連絡をいただき次第,文 

書にてお知らせいたします。 

第 2回文化財調査会につきましては,皆様のご都合をお聞きしながら,年末から年明 

けに，ご案内申し上げる予定です。以上,今年度の計画でございます。 

 

会長:ありがとうございました。質問等は後で受けさせていただきます。続いて,伊奈冨神社 

の庭園・保存・修理保存事業についてお願いします。 

 

渡辺:伊奈冨神社の庭園の修復の事業について報告させていただきます。前回の委員会後に 

  今回の工事を示す測量図が作成できました。それが別紙 2-1 です。もう一つは樹木植生 

図で別紙 2-2 のカラーの図です。庭園内の樹木の位置と枝ぶり,樹冠を示した図で,そ 

れぞれの規模を記録した図面が作成できました。庭園の島の修復が今回の事業です。そ 

れに伴い，樹木の扱いも必要になってきます。文化財の修復事業ですので,修復にかか 
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る前の状況の記録ということで作成しました。若干誤植がありますけども，今後，作業 

しながら修正していきます。ほぼ○で書いてあるものが多くなっています。これは，そ 

の枝振りの大きさを樹木医の中村先生の指導を受けながら作成しました。今後の樹木 

の伐採計画や実際伐採したものについて,修復事業記録として残していくためのベー 

スとなるものです。 

次に,平成 28 年度事業実施計画に移ります。4月 27 日に,第 4回の伊奈冨神社庭園の 

委員会を開催しました。内容としては 28 年度の修復工事の内容,進め方の確認,事業実 

施工程の確認などです。具体的には,侵食が進んでいる島を,以前の大きさに戻すとい 

うことになります。前回の文化財調査会からの変更点が一つあります。別紙 2-1 をご覧 

ください。前回の文化財調査会では,島 5,島 6 を 28 年度の事業として修復しますと報 

告しましたが,七つの島の修復の割り振りをしていく中で，小さい島二つでは今年度の 

作業量が少ないと判断し,島 5と島 7を修復することに変更しました。事業主体者であ 

る伊奈冨神社と協議し結論付けました。なお,委員会の中で検討してきた事は,別紙 2- 

3 の工程表で事業概要として示しました。28 年度の作業としては,島 5と島 7をどの程 

度修復するか,もともとの島に張っていた樹木の根の範囲を示し,修復の規模の目安と 

なる根張り図の作成があります。なお,それに先だって池の水を抜かなければならない 

ので，排水について，七島池保存会の皆さんの手も借りながら進める必要があります。 

なお，庭園が名勝であるとともに埋蔵文化財包蔵地でもあることから埋蔵文化財の 

工事立会い調査ということで,工事をしながら必要な記録をとっていく必要がありま 

す。また,修復工事をしていく中で,文化財の活用という観点から，修復現場の公開を予 

定しており，見学を通して修復後の維持管理にご協力していただきたいという意図が 

あります。もう一点,昨年度の発掘調査の紹介としてパネル展示を考えています。発掘 

調査の埋め戻し後は，様子を見てもらうことはできないので,パネル展という形で情報 

発信していきます。 

 

会長:ありがとうござました。引き続いて金生水沼沢植物群落の保護・増殖事業についてお 

願いします。 

 

牧野:金生水沼沢植物群落の保護・増殖事業について申し上げます。資料につきましては， 

別紙 3,両面のカラー印刷で植物等が載っている紙をご覧ください。まず，観察会です 

けど,昨年と同様に年 6回を予定しています。5月 7日にはレンゲツツジ・トウカイコ 

モウセンゴケ,続きまして 6月 4日の第 2回の観察会ではノハナショウブ・タチカモメ 

ヅル,直近の 7月 2日の第 3回観察会では，ノカンゾウ・ホザキノミミカキグサ,また, 

ノカンゾウに関しては,その花粉を顕微鏡で観察していただきました。観察後のアンケ 

ートでは，概ね好感の高いご意見をいただいておりまして,貴重な植物群落の大切さに 

ついてご理解いただいております。この観察会の開催が地域の方の啓発に役立ってい 
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ると考えます。この後の予定といたしましては，第 4回観察会を 7月 30 日に行います。 

主にサギソウを観ていただく予定をしています。今年は，これまでの増殖作業が功を奏 

しまして,多数のサギソウの開花が期待できると聞いています。その後は第 5回を 9月 

10 日,第 6回を 10 月 22 日に予定をしています。また,この貴重な植物群を守る活動と 

いたしまして，調査委員・地元管理者・文化財課職員により継続的な除草活動を行って 

います。資料としては別紙 2の裏側になりますが,こちらにつきましては，調査委員の 

方の指導の下,貴重な植物は残しつつ,外来植物については除草を行うことで,貴重な 

植物が徐々に回復している傾向にあると思われます。報告は以上でございます。 

 

会長：ありがとうございました。引き続いて,埋蔵文化財関係お願いします。 

 

新田:資料は別紙 4をご覧ください。配布資料を確認していただきたいと思います。考古博 

物館関係と発掘調査関係の書類になります。考古博物館関係といたしましては 3点ご 

ざいまして,平成 28 年の催し物案内,速報展「発掘された鈴鹿 2015」のパンフレット, 

近々開催される企画展「鈴鹿の古墳Ⅰ－小さな小さな古墳たち－」のチラシです。報告 

書といたしましては，年報第 17 号,伊勢国府跡 18,磐城山遺跡・平田遺跡です。別紙 4 

の報告に移ります。発掘調査といたしましては，2つに分けました，（１）の発掘調査 

事業については，国・県の補助を得て実施している事業で市内の発掘調査です。（２） 

は，緊急発掘調査です。メインになりますのが，伊勢国府跡第 35 次調査ということで, 

これはもう長年調査をしているところです。今年度につきましては,一月,二月ごろに 

実施を予定しています。政庁・方格地割間西・東辺などを地元の方の協力を得ながら計 

画しています。その中で専門的な先生もお呼びして調査指導会議を行います。 

続きまして，個人住宅等発掘調査ですが,個人住宅や個人の農地の関連で調査をして

います。現在実施しているのは木田町にある磐城山遺跡の第 9次調査です。実施期間は

4月から 12 月頃を予定しています。年代としては,弥生時代後期で,1800 年ぐらい前の

遺跡が見つかっています。範囲確認調査といたしましては,6 件ほど行っており,個人住

宅等にかかるものです。例年 20 件から 30 件実施しております。 

次に（2）の緊急発掘調査ですが,事業者負担分により実施しているものでまとめさせ 

ていただきました。現在実施中,実施済みのものもあります。十宮古里遺跡は第 6次調 

査をしています。その跡地を宅地として市が開発していく予定になっていますので，そ 

れに伴う調査となっています。昨年度に引き続き,調査をしておりまして,予定として 

は 6月から 12 月を予定しています。現在は準備期間中で実際の調査はまだ行っており 

ません。受託調査分ということで,一般の開発に対するもので現在 2 件実施済みです。 

一つ目の郡山町の塚腰遺跡は第 3次調査で,面積が約 70 ㎡あり，4月ごろに調査を終了 

しました。調査の結果,鎌倉時代の掘立柱,飛鳥時代と思われる竪穴住居が発見されて 

います。もう一つは岡田 3丁目の岡田南遺跡で,こちらも同じ第 3次調査となっていま 
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す。この調査の中で，弥生時代の中期の方形周溝墓は，市内では大変珍しい縄文時代中 

期の末葉土器敷土坑検出,土器が敷いてある穴が見つかりました。緊急発掘調査として 

は以上です。 

その他，発掘調査グループが中心に実施しております事業といたしまして,史跡の保 

存修理と管理という形で（3）でまとめさせていただきました。史跡伊勢国分寺跡保存 

整備事業としまして,今年度につきましては，掘立柱建物明示施設兼休憩施設を作り, 

国分寺跡の南東辺りに位置します掘立柱を明示して休憩室として利用します。こちら 

の保存整備事業につきましては,保存整備検討会議,伊勢国分寺跡本報告書刊行の準備 

を行っています。もう一つは,史跡関係として，緑と歴史に触れる古墳・城館等整備補 

助事業です。こちらは,一割を負担していただいて古墳・城館と,山林の整備をしていた 

だきます。該当がなければ行いませんが，予算としては計上しています。 

また，（4）遺物整理ということで,報告書の刊行を行います。小規模な調査の報告に 

ついては，鈴鹿市考古博物館年報第 18 号に掲載を予定しておりまして，間瀬口遺跡・ 

宮ノ前遺跡・伊奈冨神社七島池・土師南方遺跡・大谷古墳・伊勢国府推定地・伊勢国分 

寺跡第 40 次につきまして,18 号に掲載することになっています。 

最後に，公開普及といたしまして発掘調査にかかるスライド説明会を行いました。既 

に終了しているものもありますが,5 月 21 日には伊奈冨神社七島池・十宮古里遺跡,6 月 

12 日には間瀬口遺跡・磐城山遺跡・宮ノ前遺跡です。その他，現地説明会ということ 

で，これから実施していきますが,7 月 30 日に夏休み子ども体験博物館として磐城山遺 

跡の発掘体験会を実施する予定です。7月 5日から募集を開始しておりまして,ほぼ午 

前・午後，予約が埋まっている状況です。考古博物館の速報でございますけども,発掘 

調査グループが中心となって企画展示をしています。年度末に実施する予定です。鈴鹿 

市考古博物館年報第 18 号も発掘調査グループ中心に行っていきます。その他，博物館 

のホームページにおいても，埋蔵文化財情報を発信しております。 

 

会長:ありがとうございました。ここまでのところで質問等ありましたら，ご意見をお聴き 

いたしますが，いかがでしょうか。伊奈冨神社は，現地説明会も入ってくるのですか。 

 

渡辺:実施する予定です。今年，伊奈冨神社の庭園については,工事に入る初年度で様々な事 

態を想定しながら計画は立てていますが,工事に掛かってみないとどういう状況が起 

こるかがわからない部分もあると思うので,その中で現場公開ができるかどうか疑問 

もあり,やってみないとわからないです。現場の状況というのも見ていただきたいので， 

実施する方向で調整していこうと考えています。 

 

会長:隣が稲生民俗資料館ですし,情報発信をしていきたいですね。 
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伊藤委員:今年度の計画は良くわかりますが,仮に今回,根張りをきっちりしたとして，来年 

度以降,どの段階で終了する予定でしょうか。 

 

宮崎:当初は 27 年の発掘調査から 4カ年計画を考えましたが，単年度にかかる事業量が膨 

れ上がると事業者が大変なことから，県との相談で 5年計画の継続事業で,理解してい 

ただいています。去年の発掘調査の結果,江戸期に胴木の囲みを入れて島の修復を図っ 

たということがわかってきましたが，同様の方法をとるのか,土のうに浚渫土壌以外の 

ものを詰めて土台を作っていくのか，二つのパターンが考えられます。現地点では，委 

員会で話し合われました木の丸太をドーナツ状にして囲み,そこに土を入れるという 

方法で施行していきます。初めての試みですので,やっていく中で，修正が出てくるか 

と思います。 

 

伊藤委員:北畠神社も放されたコイによって島の池の淵がだんだん減ってきましてね,だい 

たい 5 年から 10 年でしっかり木が根を張ってくると思うのですけども,ここは地元の

方が熱心なので助けていただけます。修復後の管理について，きっちりとした約束を神

社と考えるのも大事かなと思います。 

この件について，文化財 Gと考古博物館の役割分担について，機構改革に絡めて事務 

の役割を教えていただけませんか。 

 

浅野:七島池の件に関しては，基本的には一般文化財として文化財 Gで担当しますが，発掘 

調査を伴うことから,発掘調査 Gと連携していく必要があります。それぞれの役割を明 

確にして課全体で取り組んでいます。 

 

会長:ありがとうございます。次は専照寺の件をお願いします。 

 

宮崎:資料は別紙 5です。磯山にございます真宗高田派の光磯山専照寺は，寛永 16 年に創 

建されています。このお寺に約 1800 点に及ぶ聖教と典籍があり,聖教が内典で典籍が 

外典となっています。たくさんの内典・外典の資料について，栄郷土史クラブの会員さ 

んが，目録作成に取り組まれてきました。会員の中には平成 18 年頃に県史編纂室の古 

文書の講座を終了された方々がみえて，地元の歴史資料を探すという活動をされてい 

ました。詳細はわかりませんが,その当時に日本女子大の先生が，専照寺に多くの資料 

があることを知られて,実際，現場に学生を連れて長期間，調査されたことがありまし 

た。 

そのような中，地元の方が中心に資料名や冊数などを示された目録と大学の研究室 

の方々が中心になって作成された目録，2種類の目録が作成されました。しかし，その 

二つの目録の資料点数が 1900 点と 1800 点で数が違っていました。両目録の内容を再 
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確認し，数値を合わせていく必要があります。我々も専門家ではありませんが,できる 

ことを協力しながら進めています。点数が膨大ですので，大変な作業になりますが,県 

教育委員会にも助言をいただきながら,ある程度整理ができた時点で県教委を通して 

文化庁に話をしていく方向で考えています。最終的には国の登録有形文化財,建物以外 

の有形文化財という新たなジャンルでの登録を考えています。東大寺のコレクション 

に一つあって,それと同じように位置づけられる可能性があるということです。とにか 

く整理をしないといけないので,鈴鹿市としても協力していきます。 

1800 点に及ぶ蔵書は，第 8世の住職,法定上人,第 10 世の行海上人が,中心で集めら 

れたとお聴きしました。もともとは高田の寺ですが,奈良の興福寺や比叡山延暦寺で勉 

強されてきて,その際に，コレクションとして集めてきたもの,中には京都の書店から 

取り寄せたものもあり,目録とか領収書も残っているそうです。真宗のお寺ですが,真 

宗以外の聖教も伝来しており,数も多く,類例が少なく,注目されるものであり,市県と 

もに,新たな文化財として関わる必要があると考えております。5月 30 日には元日本女 

子大学の先生にも現場に来ていただいて,目録の再チェックについて，ご指導いただき 

ました。大学作成のリストと地元作成のリストを揃えるための並び替えが終了したと 

いうのが現状で,今後，現物との確認を再度していく必要があり,長期間にわたります。 

5 月 30 日には，衣斐会長,筧委員にも同席いただき状況を知っていただきました。 

国の登録有形文化財の建造物以外の有形文化財の登録に向けて作業が始まっていま 

すが,当課も可能な限り，協力しながら新たな文化財の保護に努めて参ります。また,新 

たなことが分かり,皆様にお伝えする場面が来たら，詳しく説明させていただきます。 

 

会長:私と筧委員が同席させていただきました。行海という人は，かなりの学僧で真宗以外 

の資料も集められていました。コピー本までが，目録の中に入っていました。資料的な 

価値はわからないですけども,そういうものまで目録に入っていますので,それを大学 

作成の目録と照合し，カットしながら整理していただいています。コピー本は省かれま 

したか。 

 

宮崎:まだ入っていますが,そこからは外せるようにしてあります。9月に元日本女子大学の 

先生が寄られるということですので,照合の結果をお伝えします。100 点のずれが出て 

いるのは見当がついていますので,それを外して 1800 点とするのか，入れて 1900 点に 

するのかということも含めて,方向性を示していただくことになると思います。 

 

会長：瀧川委員,親鸞聖人の遠忌の時に博物館で展示された三尊さんの資料でしたか,専照 

寺から一冊でていましたね。調査の中では，そのような情報も入っていったのではない 

でしょうか。 
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瀧川委員:私が県史編纂室にいました時に，古文書調査研修講座というのがございまして, 

古文書を調査できる人材を育成するとともに，目録の取り方とか全般的なことを学ん 

でいただきました。その中で鈴鹿の方々が何人かいたと思います。それとは別に地域 

遺産の発掘事業のようなことをされていて,古文書調査と並行されていたと思います。 

栄地区で郷土史の研究調査を地元の方と調べられていました。 

そのような中,専照寺の資料が注目されるようになって,何日か通われて,目録を作 

られたみたいです。私も以前に絵画とか文書とかの撮影の時に，お邪魔したことがあ 

ります。よく経緯は知らないですけど，栄の郷土史クラブの方が調査をする中で貴重 

なものが出てきて,大学の先生に電話をされたと聞いています。その連絡をきっかけ 

として大学の研究室にも個別に入っていただくようになったと伺っています。 

 

会長:今のところは国の登録有形にする方向ですか。 

 

宮崎:元々の地域で作られてきた資料というのではなく，先ほど申しましたように行海さん 

などが学僧として,学問を教えるときに使ったものを地元以外から集められたもので 

す。何らかのテーマに沿って網羅的に収集されたものについては,市や県の指定ではな 

く,国の登録が妥当であるとのことからこの話になりました。 

 

塚本委員:まず確認したいです。郷土史クラブが作られた目録と大学が作られた目録は全く 

別に作業をされたのですか。別々に両方の作業が接点なく作られたのですか。 

 

宮崎：全く別ではないと思います。大学側は，郷土史クラブの方々が目録を作っているのは 

ご存知の上,調査に入られ,調査グループの目録を参考にしながら資料の 1点 1点を撮 

影し,目録を作り直したと推測されます。地元の方が作られた目録も改訂したものを含 

め二つぐらいありまして,業者印刷されたものではなく，自分たちで綴じたものです。 

地元が目録を作成されている時点で大学側が関わられたのか，目録が作成されてから 

関わられたかはわかりません。 

 

塚本委員:1800 点か 1900 点というのは解釈の違いであって 100 点なくなっているわけでは 

ないですよね。 

 

宮崎:そういうことではないです。扱い方の違いです。 

 

塚本委員:永村先生が国の登録有形文化財を示唆されたってことは，市か県で指定されない 

場合ということですか。 
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会長:そういう感じではなかったです。 

 

宮崎:内容的には東大寺の松原コレクションに類するものかなという話でした。 

 

会長:東大寺に寄贈された松原文庫が国の登録になったので，それに準ずるものとして登録 

できないかという意見でした。私がお邪魔した時に思ったのは,市とはこれまでは関わ 

らずに県との関係が深かったみたいです。 

 

宮崎:後々わかってきたのですが,先ほど瀧川先生がおっしゃられたように，県の古文書講 

座で学ばれた後，県と連携して一回目の目録を作成されたようで，目録に県史編纂室協 

力と記述されていました。 

 

会長:県を通して，大学の先生に協力をお願いされたのですか。 

 

宮崎:目録を作成し,見直しを進める中で地元の方が，直接相談されるようになったようで 

す。 

 

瀧川委員:ダイレクトに電話されたみたいです。 

 

伊藤委員:登録という制度には建造物というイメージがありまして，今回のようなコレクシ 

ョンについての詳細はわかりませんが,長い年月を経ているわけですから市や県で検 

討する可能性は十分あると思います。いきなり国というのは，違和感があります。ま 

ずは，市の文化財として検討することが，先ではないのかと思います。 

 

宮崎:当初，県の方にも同じ意見をいただいて,市内にあったものだからということで，5月 

30 日の専照寺さんでの調査の時に，文化財調査会の衣斐会長と筧委員にも同席を願い 

ました。県も当初は,市の指定という選択肢を考えていましたが，元日本女子大学の生 

が調査に入られ，地元の方との話の中で，国の登録有形という言葉が出たので,その方 

向で進んできたように思います。 

 

会長:専照寺の蔵書は，登録有形に向けてという位置づけでいいですか。 

 

塚本委員:登録有形は，市や県を飛び越えて何の補助もなくメリットはないですよね。イメ 

ージでは，市や県よりも国の方が，ランクが上だと思っているかもしれませんが，文 

化財の評価としては,市や県の指定も考えていくべきだと思います。まず，鈴鹿市の文 

化財としての保存を考えていくのが本筋ではないでしょうか。 
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瀧川委員:鈴鹿市のお寺の住職が活動する中で集積したものであれば,鈴鹿市の文化財とし 

て考えることが先ではないかなと思います。登録の歴史資料が，どういったものかは 

わかりかねますが,資料が痛み修理するとなった時に，市指定であれば市でできるこ 

ともありますが，国登録はその支援もないと思いますし,基本的には移動してもよい 

ものになってしまうので,その意味でも，鈴鹿にあるものとして考えていただきたい 

です。 

 

伊藤委員:ご住職は，自分の代で責任もって，資料整理をしなければいけない気持ちは強い 

ようです。 

 

塚本委員:市よりも国の方が上だろうと思っているのであれば，理解はしていただきたいで 

す。もし，市指定にならないので国登録にしていきたいと言われればそうしていただ 

きたいです。 

 

伊藤委員:市内にある伝来や過去の遺物ですので，その位置付けをどうするのか決めてから, 

目録が作成された後の取扱いも考えていただきたいです。それは,登録や指定にして 

いくということです。後は所有者のご意向が大切ですね。きちんと軌道に乗せるのが 

大事だと思います。 

 

会長:今は調整しながら目録を合わせていると思いますが，これはもうできてきますか。 

 

宮崎:精度を 100 に近い状態に近づけないと話は進みません。9月を目途に考えていました 

が,作業は思っていたより早く終えられそうです。ある程度整ったとき，県から国に話 

をしていただきたいと思います。 

 

伊藤委員:きちんとしたルールの下で進めていただきたいです。ものすごい熱意のある方々 

で,一生懸命され,きちんと読まれる方ですので,専門の方は今,元日本女子大学の先 

生が一人だけしか関わられていないのと,将来，文化財になった時に県の文化財審議 

会も通っていくわけですし,今の時点で市と県とで関係をつくって,将来はどうすべ 

きか,一つは市の文化財,県にあげた場合それはどうするのか,ということを県と打ち 

合わせていただいて所有者なり従事者なりが，先行して動いてしまうのを止めていた 

だきたいと思います。 

 

宮崎:本調査会の中で,鈴鹿市に長年残されてきたものなので登録ではなく,市や県の指定 

としての保存も考えられるのではないかというお話もさせていただきます。 
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伊藤委員:所有者や調査をされる方にストレートに入るとだめなので，事前に行政として整 

理して,きちんとした方法をとってください。この場では市の指定になるかどうかよ 

りも,最終的にそこへもっていくために,今，何が必要であるかを考えるべきだと思い 

ます。 

 

会長:所有者としては国の登録有形という形で考えられていると思います。国の登録有形文 

化財となりますと，その審議については,本調査会を離れることになると思いますので， 

今回の調査会で，このような意見があったことを伝えていただいて,その後の情勢を見 

届けたいと思います。 

 

伊藤委員:県から市へ登録対象がないかの打診があって，その後の調査を経て，上がってい 

くものと思います。 

 

会長:いずれにせよ,遠まわしに言ってもだめかと思いますので,今回の意見を伝えていた 

だき，必要な場合は，再度,調査会にかけてください。本調査会とは関係ありませんと 

なれば，大学や県で調査していただいて,本調査会は撤退する形になると思います。こ 

の前に伺った感じでは,大学の先生の方で，国の登録有形文化財に向けて，かなり進め 

られている感じでした。 

 

宮崎:5 月 30 日に元日本女子大学の先生とお会いしましたが，地元と同先生の信頼関係は強 

いものでした。ただ，鈴鹿市文化財調査会の会議の中で,このような意見が出ましたと 

率直に伝えさせていただきます。 

 

塚本委員:県教委は，どういう経緯で入ってきたのですか。 

 

宮崎：地元の方が，国の登録有形文化財に登録されたとの意向で，目録を持って当課に来ら 

れたため，県教委に相談をしました。 

 

塚本委員:県はどういう判断ですか。 

 

宮崎:県教委も，聖教や典籍の価値について，現時点では詳細はわからず,元日本女子大学の 

先生から教示いただく中で，文化庁にも指導助言を仰ぎながら進められると思います。 

 

筧委員:大学の先生と，今までに色々なことがあったのだろうなと思います。話を聴いてい 

て，所有者が国の登録になるかもしれないと専門の先生に言われて,ひたすらそちらに 
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目が行き,あまり市や県の指定は考えていないと思われます。ただ，現実的には,国の登 

録有形文化財になるかどうかもわかりません。現時点では，難しいかも知れません。今， 

市の指定にするべきという話もあって,現実に国の登録有形文化財にならない可能性 

もあると・・・。幾つかのパターンがあるかと思いますが，市の指定にするのか，県の 

指定にするのかは，わからないですけども,国の登録にならなかった場合,どう進める 

のか，考えておく必要があるかと思います。5月 30 日は，市や県は外にあり,ひたすら 

国の登録有形文化財への登録が話題になっていました。その場合，地元や市としては， 

どのように関わっていけばいいのか,という気持ちはありました。指定であれば,指定 

にする時に永村先生以外に調査をしていただかないとだめだと思いますが,長い目で 

見れば国の登録有形になるより，市の指定になる方がいいのではないかと思います。 

 

瀧川委員:登録は，国にあげてならないことはあるのですか。 

 

塚本委員:あげるなと言われると思います。 

 

瀧川委員:高田の関係の物が多数ですが,それ以外にも天台宗など仏教全般のものがあって 

そこにしかないようなものもあると思います。うろ覚えですが,室町ぐらいまで宋朝 

関係の文書があったと思います。絵画も親鸞聖人の絵像みたいな古そうなものもあっ 

て,県史にいたときに撮影に行っています。記憶が定かではないですけど,集められて 

伝来してきたものとはいえ,何百年か経っているわけですから,これは十分地元の資 

料としていけると思います。いわゆる高田派のご住職が,自分のところで集められた 

ものが 2000 点近くあるわけですから,個人的な意見としては,全く問題ないかなと思 

います。その文書群の価値は，例えば,県にあげてご審議いただくぐらいの価値だと思 

います。登録という意見もあると思いますけど,こういう意見が出たことをストレー 

トに伝えていいと思います。 

 

塚本委員:文化財保護のためには，国の登録よりは市や県の指定の方がいいですよと。 

 

会長:個人的な意見ですが,お邪魔したときの感じは,市指定にはしたくないという感じで 

した。大学の先生と郷土史クラブの関係の親密度からみても,これまで話がなく,市と 

の関係が希薄であったかと思います。本日の調査会での意見を伝えていただいて,判断 

していただくことになりますね。 

 

瀧川委員:おそらく調査の過程で,電話された大学の先生と何年来のお付き合いがあると,

その関係で目録を作っていく中で，例えばこういうものをどう扱うかということを大

学の先生からご教授いただいて,目録作成の段階から,いっしょにやってきたという
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イメージはあります。 

 

会長:文化庁の審議会の内部の話までされていましたからね。 

 

筧委員:そうですね。 

 

会長:どちらにしろ，今日の意見だけは伝えていただくということでどうでしょうか。時間

的なこともありますので，専照寺の件については,終わりにさせていただきます。 

その他,企画及び寄贈資料に関して，お願いします。 

 

前田:今年度の寄贈について説明させていただきます。まず一点目ですが，寺家の方から裃 

を寄贈していただきました。古くから型地紙の生産を生業としておりまして,今回その 

家の敷地内の古い蔵を取り壊す前の整理で裃が出てきたようです。寄贈していただい 

た方も資料の詳細,年代について，どの場面で使われていたのかはご存知ないというこ 

とで，詳細を伺うことはできませんでした。資料点数ですが,肩衣と袴が 4点ずつの 8 

点,対になるのは 3点セットが 3つ,その他の 2つは家紋と柄が違っていて対になりま 

せんでした。保管については，郷土資料室にて行います。 

2 点目ですが,江島の雲心院に所蔵されておりました涅槃図で，こちらは寄贈ではな 

くて，寄託という形で申請を受けました。雲心院は，無住のお寺ですが江島 3丁目自治 

会によって管理をされており,寄託は,自治会では資料の価値判断が難しいというのと, 

もし大変貴重な資料であった場合,雲心院は海に面しており震災等起こった場合,現在 

の保管方法では不安があるということで,文化財課へ寄託申請をいただいた次第です。 

調査会委員の山口先生にお話を伺いまして，この涅槃図の文化財的な価値含めて,今 

後についてのご教示をしていただき,文化財課で保管していくのがいいのではないか 

ということで,今後は郷土資料室で保存していきます。 

 

委員:ご意見,質問ありましたらお願いします。 

 

瀧川委員:雲心院は,確か，円空のあったところですね，仏像もご本尊の中に残っておられま 

すよね。 

 

衣斐会長:施餓鬼や行事は続けられています。 

 

伊藤委員:この涅槃図の大きさはどれくらいですか。 

 

前田:畳一畳半ぐらいです。 
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会長:畳一畳半というと 2ｍ少しですかね,私は見てないですけど,かなり補修があるみたい 

ですね。 

 

宮崎:軸がプラスチックでしたので,最近に修復されたと思います。修復されたであろう箇 

所の画像も山口先生に見ていただきました。涅槃図はお寺に残っているものですし,お 

寺に残してもらうのが難しかったら鈴鹿市に寄託をし，長期的な保存を図るべきと助 

言いただきました。指定という話はありませんでした。 

 

滝川委員:他に付属しているものはありますか。 

 

宮崎:木箱がありましたが，木箱には何も記されていませんでした。 

 

会長:ありがとうございます。質問はありますか。以上でよろしいですか。専照寺さんの件 

は,わかりにくいところもあったかとは思いますが，文化財調査会で各委員の方々から 

意見が出たとお伝えしてください。これで終了させていただきます。 

 

宮崎:ありがとうございました。専照寺の件については，本日のご意見をお伝えさせていた 

だきまして,その状況によっては，調査会で報告しますので,ご指導の程よろしくお願 

いします。この後の予定ですが，国分寺跡の保存整備について建物 3階から現場をみて 

いただきながら，説明いたします。 

 

宮崎:本日は，ありがとうございました。第 2回の委員会は 3月ですが，12 月の末より,調 

整させていただきたいと思います。 


