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平成 28 年度第２回鈴鹿市文化財調査会議事録 

 

１ 日時  平成 29 年３月３日（金）9:30～12:00 

 

２ 場所  鈴鹿市役所 12 階 1202 会議室            

 

３ 出席委員 

  衣斐 弘行会長   伊藤 久嗣     筧 真理子 

  小谷 成子     瀧川 和也     菅原 洋一 

  鈴木 愼一     塚本 明      諸戸 靖  

山口 泰弘     

 

４ 欠席委員 

  釆睪 真澄 

 

５ 事務局 

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Ｇ    牧野 祐一 

               吉田 有里 

前田 有紀 

渡辺 愛子 

発掘調査ＧＬ   新田  剛 

 

６ 議事 

（１） 平成 28 年度文化財保護事業報告について 

（２） 調査報告について 

（３） 寄託および寄贈資料 

（４） その他 

 

７ 内容 

宮崎： 文化財課文化財グループの宮崎でございます。本日はお忙しいなかありがとうござ

います。進行役を務めさせていただきますので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,委員の半数以上の方にご出席いた

だいておりますので，本調査会が成立することを確認させていただきます。それでは

平成 28 年度第２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。 
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浅野： おはようございます。文化財課長の浅野でございます。本日は議会開催中でござい

ますので，文化スポーツ部長が立たせていただくところですが，代わって一言挨拶さ

せていただきます。委員の皆様におかれましてはご多用のなか平成 28 年度第２回文化

財調査会にご出席賜り御礼申し上げます。今回の議事でございますが，今年度の文化

財保護事業についてご報告させていただきます。文化財の調査報告につきましては指

定天然記念物の診断をはじめ白子山中町所有の勝速日神社祭礼用山車の修復にかかる

調査，さらに前回の文化財調査会で推していただきました専照寺聖教典籍類にかかる

調査につきましてご報告させていただきます。なお，専照寺聖教典籍類につきまして

は指定文化財としての価値という観点からご意見をいただければ幸いに存じます。ま

た，今年度当課に寄贈及び寄託いただきました資料につきましても説明させていただ

きます。本日は限られた時間ではございますが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お願いします。 

 

衣斐会長： おはようございます。先生方には大変お忙しい中ありがとうございます。色々

と議題や，ご審議いただくことがあります。11 時半を終了時間といたしますので，速

やかに審議を進めて円滑にご意見をいただければ幸いと思います。 

 

宮崎： ありがとうございました。では議事の方に移らせていただきます。鈴鹿市文化財条

例施行規則９条の６第３項の規定により衣斐会長に議長をお願いします。 

 

衣斐会長： お手元の議事の１番から始めたいと思いますが会議の前に事務局からあります

か。 

 

宮崎： ありません。 

 

衣斐会長： お手元の１番平成 28 年度文化財保護事業報告について事務局からお願いしま

す。 

 

宮崎： お手元の資料はございますか，確認をお願いします。 

文化財保存事業の伊勢型紙伝承者養成事業です。伊勢型紙技術保存会の現在の会員

数ですが，高齢による活動困難という理由から年度当初，１名の方が退会されまして

現在 14 名となっています。今後を支える伝承者７名，研修者６名，研修生４名で，来

年度研修生につきましては新しく１名増えることになります。技術の講座は各部門 70

回の講座が開かれ，伝承者，研修者，研修生の 17 名が受講されています。お手元の資

料としてチラシがつけてあります。昨日から鈴鹿市の文化会館にて「伊勢型紙 技の

継承展」と題し，伝承活動によって製作された型紙や，試験染め反物，小紋染着物など
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の展示と共に今回は伝承者研修者研修生による彫刻の実演の披露を行っています。 

次に金生水沼沢植物群落保護増殖事業です。昨年度から今年度にかけて植物群落に

おける大きな環境の変化や特段の変更事項は生じておりませんので，今回は学識経験

者で構成する金生水沼沢植物群落保護増殖事業推進検討会議は開いておりません。植

物群落における保存と活用に関する事業でございますが，金生水調査会に動植物調査

を委託しておりまして，年間を通した動植物調査を実施しておりますと共に，地元の

管理者に加えてうちの職員で，外来種及び不要草の除去を年間通して行いました。植

物の状況は良好と呼べるような状態でありまして本年度の特徴としては，近年開花が

少なく，なかなか見つけるのが難しかった貴重な沼沢植物シラタマホシグサが大量に

開花しました。その様子は写真でご覧ください。７月から８月の夏の観察会でも非常

に人気のあるサギソウ開花もたくさん見られました。それも写真があります。ここ数

年給水の問題は解消されて水は十分行き渡っているのですが，小水路の縁に侵食が見

られて，水路の縁に白いサギソウが開花しています。水が流れることで縁が侵食され

るため，今後のサギソウの生息域が心配です。そのため水路を日常管理で冬場に補修

していく必要があります。環境のモニタリングと共に補修作業も必要な取り組みと位

置づけています。今年度も５月から 10 月に計６回の観察会を開き，全ての参加者が 71

名いました。 

続きまして，指定文化財の話にうつります。委員のみなさまはご承知のように昨年４

月 26 日に「吉澤桜島碑記」が指定されましたので，市指定の有形文化財歴史資料が 1

件増えております。また、平成 27 年 11 月に県指定文化財候補として推薦しておりま

した，神宮寺所有の「深沙大将立像」が２月２日に県指定有形文化財に指定されまし

た。市の彫刻は１件減りましたが，県の方が１件増えたということになります。 

文化財環境整備事業としましては，消防と連携した防火査察を，妙福寺をはじめ悟真

寺、太子寺，摂取院の４箇所で１月 26 日に実施しました。また，１月 22 日には西分

署による消防訓練が府南寺で行われ，文化財課も立ち会いました。 

文化財の調査事業ですが，専照寺の聖教・典籍類にかかる調査を計３回行いました。

あと上半期には専照寺をはじめ，栄の郷土史クラブの方の協力のもと目録の整理をし

ました。白子山中町所有 勝速日神社祭礼用山車の修復にかかる調査を２月 18 日に実

施しました。それぞれ詳細については，樹木調査診断も含め，後ほど担当から説明させ

ていただきます。 

次に各資料館関係の来館者数にうつります。全体としましては歴史街道活性化事業

が今回国の交付金事業から外れましたので，そういった影響から若干減少傾向であり

ますが，３月には団体の来館者が多いことから期待しております。なお，庄野宿資料館

の雨漏りについては，今年度もありませんでした。 

特別展ですが，今年度の開催は佐佐木信綱記念館で，40 日間で 836 名に来館いただ

きました。 

次に本年度，指定文化財および郷土資料室所蔵の資料で所在場所変更や特別貸出し

を行ったものについて，ご報告させていただきます。今年度は１件のみで公益財団法
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人鳥取市文化財団および鳥取市歴史博物館が主催する平成 28 年度「伊勢型紙の美」に

型紙 25 点と寺尾家文書３点，山中家文書６点を貸し出しました。以上でございます。 

 

衣斐会長： 何かございますか。なければ伊奈冨神社庭園再生保存事業についてお願いしま

す。 

 

渡辺： 伊奈冨神社庭園再生保存事業の報告をします。今年度事業を施工した場所を確認し

てください。島５と島７の二つの島の修復を行いました。工事は大きくは島の修復工

事と樹木の伐採といった二つの工事にわけられます。島の修復に関しましては島 5 と

島 7 は島の侵食が一番進んでいまして危険な状況にあるということで今年度施工して

います。樹木の伐採につきましては，島４から島７あたり池の岸の北側と東の岸の不

要木と危険木をすすめました。島５，６，７の島に生えていた樹木においても危険な

ものや枯死していたものについては伐採しています。写真で伐採前，施工前と比較で

きるようになっているのでご確認ください。かなり鬱蒼と茂っていたものを切ってい

ます。判断につきましては保存修理調査委員会の指導を受けつつ判断しました。かな

りすっきりしています。そのまま生やしておくと木自体が倒れたり枯れたりし，島自

体が破壊されていくため伐採を行いました。 

岸辺が溶けていき，島がどんどん小さくなっていたため，島に土を盛り付けて元の大

きさであったであろう大きさに戻すという工事をしていますので，小さかった島が一

回り大きくなったことが写真から見てとれると思います。実際にどのように作業をし

ていたか，写真をご覧ください。木をそのまま倒すといけないのでクレーンで吊り上

げながら伐採しました。岸の修復に関してはただ土をつむのでは将来池が縮んでいく

ことにつながります，そこで江戸期の丸太を用いた土留工法を使用しました。胴木で

固定するのに，縦杭を打つのですが，池の底をなるべく傷つけないよう杭の数を減ら

したいと思いました。胴木の内側と島の内側の間に土嚢を積み上げて固定しました。

土嚢の中には川砂を詰めております。施工性等々を考慮して川砂を選びました。万が

一破れた時に流れ出さないように，修復した部分と本来の部分の区別をするために不

織布という化学繊維の布を境としています。 

その後溶け出して池底に溜まっている土を人力によって掘りあげて島に積んで島の

形を修復しています。土の流れ出しを防ぐために麻布を張っています。麻布であるた

め自然分解していきます。私の願いとしては，この麻布がなくなった頃に土の中から

自然に草や木が生えてき島の表面を固定してもらいたい…ということです。それまで

の土留の効果を期待して敷いています。 

試験施工と経過観察は今後続けていき，不具合が出たときに検討して事業を進めて

いきたいと考えております。 

活用事業として発掘調査の展示会を開催しました。神宮寺さん所蔵の江戸時代の稲

生神社を描いた「神宮寺古圖絵巻」の写しを展示することが出来，修復に合わせて稲生

地区の文化財のアピールと文化財保護の大切さを周知していく活動ができたのではな
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いかと思います。 

平成 29 年度の事業としましては島３・４・６に対して今年度同様の工法で進めてい

きたいと考えております。活用事業に関しましては，工事の様子の展示をして，多くの

人に知っていただきたいと考えております。 

 

衣斐会長： 何かございますか。なければ埋蔵文化財関係に移ります。 

 

新田： 埋蔵文化財関係について資料に基づきましてご説明いたします。数字・件数に関し

ては２日 17 日現在ということでご理解ください。 

まずは埋蔵文化財の届出等でございます。文化財保護法 93 条・94 条に定められてお 

ります届出通知に関するもので，発掘届は60日前に届け出るもので，こちらは136件，

公共事業に伴う発掘通知は 12 件，遺失物法に基づく発見届は６件ございました。 

続きまして発掘調査でございます。大きく４つに分けてご説明いたします。 

国・県補助事業の市内遺跡発掘調査等は，木田町の磐城山遺跡で毎年数百㎡ずつ調査

をしております。伊勢国府跡は１月 10 日から３月９日終了予定で，南東部分で区画施

設を検出しております。建物に伴う瓦類がたくさん出土しております。 

事業者負担の緊急発掘調査では，十宮四丁目旧神戸中学校跡地にございます十宮古

里遺跡を発掘しました。約 2,000 ㎡で大規模な発掘調査となりました。主な成果とい

たしましては中世室町時代の井戸や溝，弥生時代の溝も出てきました。続きまして郡

山町・太陽の街の近くにあります塚腰遺跡です。４月５日から 25 日まで調査をしまし

た。民間の作業所建設に伴い約 70 ㎡を調査しました。鎌倉時代の建物跡や古墳時代の

竪穴住居の一部が検出されております。岡田町にある岡田南遺跡は宅地造成に伴う発

掘調査で５月 31 日から６月 27 日まで実施いたしました。面積は 130 ㎡ほどです。縄

文時代中期の土器の埋設が見られたのと，弥生時代中期の方形周溝墓が二基検出され

ております。 

範囲確認調査は届出にもとづいて実施しています。範囲確認調査は 12 件，立会い調

査は 28 件あります。 

現場で発掘調査を行った後は持ち帰り，遺物整理をし報告書の作成をします。そうい

った作業も平行して行っています。 

公開普及部といたしましては，発掘した成果を広く知ってもらいたく，様々な事業を

行っております。７月 30 日には磐城山遺跡で子供を対象に発掘体験会を行いました。

申し込みを受け付けたところ，全て埋まり，100 名の参加ということになりました。発

掘された成果をなるべく早く知っていただこうという狙いで博物館の特別展示室で，

速報展「発掘された鈴鹿 2016」を３月 11 日から実施します。2016 年中に実施した調

査の成果を展示しております。展示会にあわせて，発掘体験参加者向けの展示会やバ

ックヤードツアーも実施します。来年度は速報展に合わせてスライド説明会も実施す

る予定です。 

それ以外の普及活動としては，博物館ホームページで月１回配信している発掘ニュ



6 
 

ースがあります。ニュースでは発掘調査の成果を一番早く知ることができます。 

史跡伊勢国分寺跡保存整備は，平成 20 年度から事業を実施してきていますが当初の

予定よりも遅れています。平成 28 年度の事業としては休憩施設を兼ねた掘立柱建物遺

構明示施設の建築と，芝張りを実施しました。休憩施設は南北 9.176ｍ×東西 14.8ｍ

で 135.8 ㎡，一番高い部分で５ｍの大きさです。木造，合金メッキ鋼板ぶきの平屋建

てです。現在はフェンスも取り払われ，見学できるようになっています。 

博物館のすぐ北側にあり，180ｍ四方ある国分寺跡の南東部分に位置しています。 

発掘調査の結果，国分寺跡からは建物の痕跡が多数見つかってはいますが，非常に残

りが悪く，基壇の大きさが辛うじてわかる程度でした。 

国分寺跡の伽藍の大半は瓦葺礎石建物が推定されており掘立柱建物はあまり出てこ

ない建物ですが，伊勢国分寺跡からは，伽藍の南東部分から掘立柱建物が２棟見つか

りました。そのうち南側の１棟を今回休憩施設として表示しました。北側の掘立柱建

物は平成 29 年度に整備をする予定です。こちらは立体的な表示ではなく，柱の位置を

スツールで表示します。 

掘立柱建物の性格等につきましては，非常に事例が少ないためよくわかっていませ

ん。ただ，国分寺の建設に非常に年数がかかったということで，建設当初や改修時期に

おける仮設の仏堂や寺務所などに使われていたという推定がなされています。 

史跡伊勢国分寺跡保存整備としては，発掘調査報告書の作成も今年度は実施してい

ます。 

考古博物館は，特別展として速報展「発掘された鈴鹿 2015」を３月 26 日から６月 12

日まで実施し，約 2,500 人の来館者がありました。企画展「鈴鹿の古墳Ⅰ－小さな小

さな古墳たち－」７月 16 日から９月 19 日まで実施し，約 5,000 人の来館者がありま

した。特別展「伊勢の瓦 大和の瓦」は 10 月８日から 12 月４日まで実施し，約 1,200

人の来館者がありました。企画展「どか～んとえんとつ」は１月 21 日から３月５日ま

で実施しています。 

講演会は特別展関連講座等で７回，寺院官衙シリーズの講演会は２回，入門講座は３

回，その他体験講座として勾玉・土笛体験講座を毎週土日に，その他体験としてトンボ

玉作りなどを年間２回実施しました。 

開館以来実施している，夏休み子ども体験博物館は７月 21 日から 31 日の実施の間

に約 3,900 人の参加がありました。国分町ボランティア隊や考古博物館サポート会の

ご協力もいただき，お月見ミュージアムコンサートを９月 17 日に実施し，約 600 人の

来館がありました。 

２月 26 日に行った春祭りは約 300 人の来場者がありました。弓矢体験や火起こし体

験も行いました。 

展示ホールの貸し出しなどもしており，今年度は 10 件のミニコンサートが行われま

した。 

 

菅原委員： 休憩施設について教えてください。復元ではなく遺構明示施設という割り切り
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方で建てられているそうですが，遺構の上に建つものであるためもう少し復元に近い

思考で行うものではないでしょうか。具体的には，方杖を使用しているとか棟持柱に

して梁を普通に渡していないとか，少し考え方が違うと思います。この休憩施設はど

ういった考えで建てたのでしょうか。 

 

新田： こちらは遺構の表示が目的であり，復元が目的とは違います。方杖については古代

の建物とは全く関係のないものであります。安価に収めることを重要視して，構造に

ついては考慮しませんでした。委員会を設けて古代の建物とどう区別するのかなどと

議論をしましたが，今回は復元でなく，あくまでも遺構明示施設にとどめました。た

だし，柱の配置に関しては当時の建物の配置どおりになっています。 

 

衣斐会長： そこに説明板が立つのですか？ 

 

新田： 説明板にも限界があり，遺構そのものの説明が優先になると思います。趣旨はチラ

シやパンフレット等で説明をさせていただくと思います。 

 

小谷委員：「どかーんとえんとつ」というタイトルからして面白いですが，どんな様子だった

のか教えてください。 

 

新田： 考古資料としては非常に珍しいもので，形としては円筒状になります。なかなかこ

ういったものを取り上げる展示会は鈴鹿市考古博物館をはじめとして，あまり例があ

りません。鈴鹿市内でも過去の発掘調査でこういったものが出ていまして，用途は不

明で出てきたものが大半です。筒状ですので，給排水に使われたか，かまどなどの煙

突として使われたかのどちらかであろうと思います。用途まではっきりと示すものは

なかなかありませんので，それを考えるということで今回展示として取り上げました。 

 

衣斐会長： それでは調査報告に移ります。最初に指定天然記念物調査診断についてお願い

します。 

 

宮崎： 今年度は指定天然記念物のうち３件の樹木について５月 31 日に調査診断しました。 

 

鈴木委員： 2012 年と 2016 年の写真を比較すると枝の先枯れが起きています。枝の落下に

繋がりそうなところもあったので，そこは先に切り落としました。他の写真同士を比

較しても枯れが起こっています。大松は横へ横へと枝を伸ばしていくため，支えをつ

けています。支えをつけた枝はまっすぐ伸びるのですが，上部の枝には支えがないた

め，枝が下垂して重なります。すると，下の枝には光が当たらなくなり，風通しも悪く

なるため，下の小枝が枯れたり，カイガラムシがたくさん付着したりする被害が出て

きています。実際支えがなければ折れてなくなっている枝なのではありますが，上が
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伸びてくるため枝重ねが起き枯れてきます。枯れてきている枝を切るしかないのです

が，先へ伸びて長い枝の先に葉がたくさんつけば，支えきれなくなり横に伸ばしてい

た枝まで避けていくようになるため，困っています。支えをとれば枝が折れてこぢん

まりとした形になります。それが自然の形であり，このように伸びている松は自然界

にはないわけではあり，無理があり，やむを得ないところもあると思います。今後な

んとか両立させていくためには適当に重なっている枝を切っていくことが大切である

と思います。 

１年に１回防虫剤を打っていることもあり，マツクイムシの被害はなく，元気です。

元気なうちにうまく枝を切って，支えている枝を大切にしたいと思います。長い枝は

隣の家に達するものもあったので，できたらもう少し短くして小ぢんまりとさせた方

が木にとってはいいのかもしれません。葉に非常に細かいカイガラムシがたくさんつ

いております。今すぐ影響があるというわけではありませんが，またいずれ消毒もす

る必要があると樹木医さんがおっしゃっていました。 

実際に一番問題なのは枯死した枝です。枯れているうちはいいのですが，そのうちに

折れて落ちてくるので，そうなってしまう前に切り落とす必要があります。地元の方々

は非常に熱心であるので，今の状態を維持しながら，地元の方々と協力しながら取り

組んでいきたいと思います。 

続いて石薬師の桜も写真を使って説明します。写真には先枯れが目立つようにある

と書いてありますが，写真ではほとんどわかりません。あまり大きな影響はありませ

ん。 

全体的には元気が良いとまでは言いすぎかもしれませんが良好です。毎年オビカレ

ハの食害があります。いつも地元の方が消毒していただいていることもあり，大被害

には到っていません。続いてコスカシバによる被害です。コスカシバとは蛾の仲間な

のですが，幹に卵を産み付け，幼虫が中に入っていき，中を食べていきます。応急処置

が今すぐ必要というわけではありませんが，放っておくと皮が剥げて朽ちていきます。

そうすると上の方の元気のなくなった枝からサルノコシカケといったキノコがたくさ

ん生えてくることになってしまいますので，実際に切った枝もあります。 

この桜は松と違い幹が次々と再生していきますので，元気のいい横から出ている木

を育てていって次の代として育てていく方向で考えていけばずっと現状維持していけ

るのではないかと考えています。 

地元の会の方々も消毒や草取りなどに取り組んでくださっており，不安はありませ

ん。もちろん，放りっぱなしではいけないので，茎を削るとか防腐剤を塗るとかして修

復していこうと思います。 

続いて庄野のスダジイの話です。2007 年の写真にあるようにミヤマカミキリの被害

で随分悪くなりました。ミヤマカミキリが枝の根元に卵を産みつけることで，幼虫は

幹の中に入って大きくなり，成虫になって穴を開けて出てきます。養分の集中すると

ころを狙って，卵を産み付けるのですが，そこが悪くなると枝の葉が黄色くなり，やが

て枯れてしまします。そこで 2017 年に黄色くなった枝を全部切り落として，夜行性の
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ミヤマカミキリをライトトラップで捕獲・駆除しました。地元の方の協力もありたく

さん捕れました。成虫は５cm 程度の大きさでした。その幼虫が食べるということはか

なりの量になっていたはずです。この木以外にも椎の木はたくさんありますので，も

っとミヤマカミキリの被害を受けていた木もありました。そういった木は切り倒して

駆除に３年程費やしました。その結果，2016 年の写真にもありますが，新たな枝が生

育しており，樹幹がこんもりと丸みを帯びてきました。葉の色も良く元気になった印

象です。 

カイガラムシが新しくつき付着しだしました。葉が枯れだすということはありませ

んが，数が多くなれば被害が出てくることになります。カイガラムシは飛びも動きも

しませんが，時期を選ばないと薬剤で退治するのは難しいので，時期を見て薬剤で抑

えていきます。 

一本立ちの椎の大木は珍しいので，大事に守っていってあげたいと思います。今のま

まの状態でいけばいいのかと思います。長い目で見て，地元の方と協力していきたい

と思います。 

深溝のキリシマツツジは着雪でたわんでいたところ，屋根の上からの落雪を受け，真

ん中の２本の枝のうちの１本が裂けてしまいました。取り除いて裂けた部分には塗料

を塗って応急処置は済ませました。他の葉も着雪で枝が落ちましたが，元々ツツジは

上へ伸びる木ではありませんので，雪が溶けたらまた枝が上がってきています。真ん

中の大事にしていた２本のうちの１本が折れてしまい，せっかくこんもりとしてきた

矢先で１本になってしまいました。他の枝は元気です。 

今がんばっているのは２代目だと思いますが，少し元気がなくなってきたと思うの

で３代目を育てています。２代目はまだまだ持つとは思いますが，こんもりとまでは

なかなか回復しないかもしれません。 

なかなか育てるのは難しく，土を２，３回変えておりますが，もとの土が一番だった

みたいで，もとの土に戻しています。今のところ元気です。 

それから，案内板のビニールが剥げたところは，文字まで一緒に剥げてしまっている

ので案内板の修復もお願いします。 

 

衣斐会長： ありがとうございました。 

白子山中町所有の勝速日神社祭礼用山車の修復にかかる調査に移ります。 

 

牧野： 白子山中町が所有している勝速日神社祭礼用山車の車軸の磨耗が激しく，修復が必

要であると，山中町の自治会長様から相談をいただきました。２月 18 日土曜日に衣斐

会長と諸戸先生に山車の確認をお願いしました。 

 

諸戸委員： 組み立ててあるのをばらしてもらって見せていただきました。祭礼の様子を見

せていただくと，山車を動かすと相当揺れますし，写真では一段ですが，祭礼の際に

はもう一段乗せるわけですから見ていて相当危険であると感じます。文化財は伝承な
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り継承なりしていって後世に伝えていくことが目的であります。元々舗装されていな

い平地の路地を引っ張っていた山車であるので，多少の横揺れなり回転なりさせても

それほど大きなダメージはなかったものですが，現代ではコンクリートやアスファル

ト舗装された狭い路地で回転させますので，遊びの部分から磨耗していく様子があち

こち見かけられます。 

山車の写真を見て頂くと，車軸には26cmにわたり磨耗が見られることがわかります。

別の写真を見て頂くと，削り取られた結果従来の車軸の太さと比べて２cm から３cm 細

くなっていることが見てとれ，非常に危険であると思います。 

文化財保護の観点から考えると，祭りの継承は非常に大切ではありますが，大きな事

故が起こってしまうと大変なことになりますので，修復をお願いしたいと思います。

同じ材料・同じようなものでお願いしているのですが，なかなかないということもあ

ります。直さずにこのまま何年も置いておくと祭り自体が廃れてしまいます。これか

ら話をしながら，修復をお願いしたいと思います。同時に車輪のひび割れも同時に見

つかりました。表面からそれほど奥深くまではいってはいないと思いますが，いつか

は割れてしまうと思いますので，こちらも先々修復が必要になってくると思います。 

各地の祭りを見せて頂いてはいますが，始まったころからだんだんと形を変えていっ

たものも相当ありますので，安全面を見ながら修復していくことがこれから文化財を

扱う中で一つの方法だと思います。 

まとめますと，早急に修理していただきたいというのと，今年の祭りについては気を

つけて実施して頂きたいということです。場合によっては，子どもを乗せないとか，引

いている間は人を乗せないとかも今年の場合の方法として提案させて頂きました。 

 

衣斐会長： 事務局から何かありますか。 

 

牧野： 文化財調査会後に見積もりを業者にかけた上で修復を依頼したい。活用する助成費

がありましたので，９月以降の来年度下半期で進めていくことになります。 

 

衣斐会長： 専照寺聖教・典籍類について に移ります。 

 

宮崎： 資料をご覧ください。今年度の第１回文化財調査会において，膨大な数の聖教・典

籍類の存在を報告させていただき，国の登録有形文化財登録を進めていく旨をお伝え

しました。その際，市外から入手されたものでありますが，専照寺において活用され，

その後も長期間保管され，学僧を輩出したという同寺の歴史を紐解く上で，貴重な郷

土資料に位置付けられるというご意見をいただきました。市指定文化財として，検討

すべき案件という意見をいただき，今回の調査を行った次第です。12月の調査時には，

資料の購入履歴がわかる書状が 37 件所蔵されており，これらも含めて指定にすべきと

のご意見をいただきました。別紙に書状の一部を載せさせていただきました。調査に

は衣斐会長さんはじめ塚本委員さん，筧委員さん，瀧川委員さんにお世話になりまし
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た。この件についてご意見お願いします。 

 

衣斐会長： 塚本先生，どうでしょうか。 

 

塚本委員： 経典としての価値はわかりませんが，コレクションとして非常に貴重で十分市

の文化財になり得るものであると思いました。歴史学で蔵書が注目を集めていまして，

１点１点の価値ではなくて，当時の人たちがどのような形で本を集めてどういう学び

をしたのか，一つの知の体系として研究していくというものです。そういった意味で

は専照寺さんの蔵書は教育として使われたということもあり，１点１点のものについ

ては鈴鹿市と関係のないものもありますが，総体として専照寺さんが集めた資料とし

て価値があります。その点で気になったことは，どういう形で集めたかがわかるかど

うかということです。古文書の方で書籍から購入したということが確実に辿れます。

書籍をつけて一括してコレクションとして指定するのが適当であると考えます。 

 

筧委員： 塚本先生のおっしゃったことと同感です。特徴として浄土真宗以外の教義につい

ても幅広く集めていらっしゃり，そういった面でもお寺の聖教類としては非常に特色

があります。あと，目録で頂いた手紙を見ていたら，図書館として地域の教育機関と

しての機能も持っていたのではないかという気もしますので，そういった意味でも非

常に面白いものであると思います。 

 

衣斐会長： この件に関しましては，専照寺さんの方から市の指定に向けての依頼があるの

でしょうか。今後手続きに入っていくということになるのでしょうか。 

 

宮崎： 鈴鹿市指定が認められるかどうか，という観点で７月に調査をさせてくださいとい

うことになっています。 

金沢文庫長の永村先生は，これだけのコレクションを今後保存していくためには国

の登録有形にこだわらず，市の指定にしてもらうのも方向性としては良いと仰ってい

ました。 

しかし整理に関わったときに，市との接触具合が良好なものではなかったというこ

とで，そのために国の有形登録の話も出てきたというわけです。整理したものに対し

てある程度価値付けをしていただきたいということです。これだけ整理したものに価

値があるかどうか確認したいということです。そのため調査会で御紹介をさせていた

だきました。市の指定の候補としてある程度肯定的な意見を頂けるのであれば，その

方向で進ませてもらおうと思いますと伝えてあります。７月の調査会で指定の可否を

見出していただきたいと思います。 

今からの話は少し横道に逸れますが，先ほど塚本先生は教育の場，筧先生は図書館と

おっしゃられましたが，現代も実はそれが続いています。専照寺さんからは，地元の小

学校に高額の図書を寄贈頂いていますし，現代版寺子屋のように夏休みに英語や読み
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聞かせ等で，地域への教育もなされています。過去から現代へ専照寺さんの地域の中

で果たしてきた役割は続いているということかなと思います。 

 

衣斐会長： では，天然記念物・山車・専照寺の３つのことに関して何かございますか。 

 

瀧川委員： 先ほどの話でもありましたが，あそこのお寺が地域の中で果たしてきた役割は

蔵書だけでなく，ほかに色々あったと思いますし，その中で生まれてきた資料群とは，

私も非常に価値のあるものであると思っています。 

色んな方との繋がりもあったようで，専照寺さんには藤島武二の仏画がありますが，

それが今度鹿児島の展覧会で出展されるらしいです。藤島武二の御子孫のお持ちの履

歴の中に，「加藤行海氏より仏書の講義を受ける」として年号として出てきているそう

です。腰掛的ではなく，しっかりと勉強をしたようです。こういうのも含めて，今後解

明していくのは面白いと思われます。 

 

衣斐会長： 藤島武二の件，それはそれでまた貴重なことですね。 

 

伊藤委員： 祭礼用山車の件ですが，３台あったと思いますが，後の 2 箇所の車軸等はどう

なっているでしょうか。 

 

衣斐会長： １つはジャッキを使っています。回る時に負担がかかるようで，何年か前から

使っているようです。現状はかなり変わってきています。放っておくとジャッキをつ

けたり大変なことになっていったりすると思います。 

 

伊藤委員： 大昔に白子の参宮街道沿いの倉庫で解体した様子を見たことがあります。その

時は修理をしたばかりできれいな状態でした。では来年は，安全は大丈夫ということ

になりますか。 

 

諸戸委員： 現状を残して頂きたいのはもちろんですが，安全が一番大切なので，今後は安

全を考えてしてもらうということになる必要があると思います。 

 

伊藤委員： 今の山車は上に屋根がありますが，鳥居をくぐる時だけ外して，くぐってから

また付け直していますね。 

 

諸戸委員： もとは違ったのだと思います。鳥居の大きさもおそらく違ったと思いますし，

山車自体も変わっていった可能性もあります。素材自体を新しいものに変えていくと

こもありますね。祭礼の形も変えざるを得ないところもあると思います。例えば氏子

を他から雇ってくるとか，男性しかできなかったものを女性も一緒にやるとか，元の

祭りの意味が変わっていったところもたくさんあります。ですから，ある程度は仕方



13 
 

がないかなと思います。今現状を，ものだけでなく記録としていかに保存していくか

も重要になると思います。 

 

衣斐会長： 車軸や車輪を直す職人はいるのですか？ 

 

諸戸委員： あれ自体の修理は難しいものではありません。どのようにでも直ると思います。

岸岡の山車は安全確保のために鉄骨を入れていました。 

 

衣斐会長： あと，どうでしょうか。専照寺さんの典籍については，私も以前から考えてい

ました。伊勢の寂照寺の月僊が立てた経蔵に，復刻された一切経が収まっていて，注

目はかなり前からありました。経蔵の建物は指定となりますが，中の典籍まではなか

なか目がいきません。私は 40 年前の学生の時に，２年かけて龍光寺の経蔵目録を作っ

たことがあります。 加えて，上野にオキモリさんという古本屋さんがおられて，あの

方が「こういったものはどんどん市場に流出しているから，こういったものの価値に

もっと早く国も県も市も注目していかないと日本から消えてしまう。」といった話を思

い出しました。専照寺さんのこの件が先鞭になって，鈴鹿市の，お寺の，個人のものが

保存・保護されて活用されていけばいいなと思いました。寄託および寄贈資料に移り

ます。 

 

前田： 平成 28 年度寄託資料，寄贈資料についてです。上半期全 12 件のうち６件紹介しま

す。まず寄託２件です。 

まずは昭和56年に県指定有形文化財となりました酒井神社文書一式を寄託していた

だきました。平安時代末期から室町時代と推定されるもので，内容といたしましては

社領や神事に関するものや，在地豪族の動静を知りえるものであります。防犯上の不

安から寄託を受けました。今後は市役所西館郷土資料室で保存・管理を行います。場所

の移管につきましては県へ進達済みです。 

続きまして南長太町自治会文書です。近世から近代にかけて集められた資料になっ

ております。中身としては，江戸中期から江戸後期にかけての免相に関する書状や，近

代の耕地整理に係る図面や帳面などです。同じく市役所西館郷土資料室にて保管を行

います。 

続いて寄贈資料になります。 

大黒屋光太夫関連の資料で，亀井高孝旧蔵資料です。親族の方から寄贈を受けまし

た。亀井高孝氏は大黒屋光太夫の研究に先鞭をつけた方であり，関連資料も多く所蔵

されていたということですが，その多くは火災によって失われてしまいました。今回

寄贈いただいたのは，運よく被災を免れた資料です。３点程は被害が大きいものもあ

りましたので，文化財課で修復等の対応を行います。今後は大黒屋光太夫記念館にて

保存・管理を行います。 

前回の調査会で報告できなかったものです。栄村役場文書一式です。栄地区市民セン
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ターが改築を行うにあたり，倉庫を整理していた際に発見された，公文書類です。主な

内容としては，近代の耕地整理関係の簿冊や帳面や図面といったものです。整理をし

た後，市役所西館郷土資料室にて保存・管理を行っています。 

続きまして佐佐木信綱関連の資料に移ります。 

１点目は佐佐木幸綱氏の歌額です。幸綱氏とは信綱の令孫にあたる人物で，直筆の歌

額をいただきました。ご寄贈いただいたのは幸綱氏本人ではなく，市内の方より寄贈

いただきました。平成 27 年 12 月に記念館近くにある浄福寺に建立された歌碑の原紙

を，額装した後寄贈していただきました。「しゃくなげを愛し短歌を鈴鹿嶺を愛し石薬

師を愛したる人」とあり，幸綱氏が祖父である信綱を想って詠んだものであります。 

続いて信綱本人直筆の歌額になります。ご寄贈いただいた方は，兵庫県川西市の副市

長をされている方です。このたび歌額を所持しているという連絡をいただいた後，ご

寄贈いただく流れになりました。寄贈者の御祖父である矢吹禎一郎様は，大光商船株

式会社の社長をされていました。その関係で信綱と関係を持っていたということで，

歌額が御自宅に残っていたそうです。書面を見ますと，信綱八十八と書いてあること，

そして禎一郎様が当時熱海に住まわれていたということから，信綱の熱海時代の交友

を探る上で非常に有意義な資料になります。 

以上の２点は佐佐木信綱記念館で保存・管理・活用を行っていきます。 

続きまして，修復を行う資料について報告します。指定になっているものや状態の酷

いものから優先して修復を行っています。今回は２点報告します。 

市指定の文禄三年伊勢国検地関係資料です。こちらを修復します。京都の株式会社大

入という業者に修復を依頼しました。ご覧の通り，虫損，欠損と古い裏打ちの後がある

為，古い裏打ちの紙を除去して，再度新しく裏打ちを施すという流れになります。修復

後は紙管に巻き，中性保存箱に収納します。資料説明は割愛します。 

亀井高孝氏の旧蔵資料から，特に被害の大きい３点について修復を行っていきます。

１点目と２点目は冊子下部の焼損や火災時に水をまいた際の汚れ，虫損や白カビによ

る被害が確認されるため，これらの修復と除去を行っていきます。修復後は帙を作成

して収納します。３点目の北槎聞略附図は，欠損も汚れもないため，保存用の桐箱だけ

作成します。以上の修復作業を依頼したのも，株式会社大入です。 

 

衣斐会長： この寄贈資料においてご意見・ご質問等ありますか。亀井先生のこの資料は，

私が以前代田さんに渡した，唯一のエッセイ集と一緒に置いていただけると，光太夫

記念館で一緒に活用していただけると思います。一緒にセットにされると良いかと思

います。 

 

前田： そうさせていただきます。 

 

伊藤委員： そのようなものが出たとは聞いてはいたものの，これほど多くのものとは知り

ませんでした。市役所西館の郷土資料室にどんどん集めていくのは結構なのですが，
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保存管理をきちんとお願いします。事前に乾干しするとか燻蒸するなどの必要がある

と思います。おそらくロッカーの中に入っていて湿っている資料だと思いますので，

相当注意しないと虫が出てくる可能性が十分あると思います。 

 

宮崎： 非常に大量でしたが，１月に燻蒸しました。ただ，ご指摘の通り郷土資料室のスペ

ースが逼迫しておりまして，今後そこに入れるものと，別の所に置くものの違いを考

える事も重要だと思います。 

 

伊藤委員： 先ほど光太夫記念館での保管とありましたが，あそこにはこれ以上保管はでき

ないものですか。 

 

宮崎： 展示室に付属するような形で保管場所はありますが，部屋自体は狭いです。企画展

で使用するものが収納されていまして，光太夫記念館に別のものを保管するには厳し

いところです。課題です。 

 

衣斐会長： 亀井先生は私が神戸高校時代に光太夫のことをお書きになりました。光太夫秘

伝を書かれた直後には生徒を集めてお話をされていたことを覚えております。私は鎌

倉にいたので，焼けた御自宅を見に行きましたが，よくこれが残っていたものだと驚

きました。全部焼失したものとばかり思っていました。貴重なものが残っており，大

変よかったと思います。 

先ほど申し上げたエッセイは大変面白くて，全然関係のないこともありますが，鈴鹿

に来られて調査された過程がエッセイ風に書いてあるのが非常に貴重であると思いま

す。その時に伊勢型紙もかなり見ておられて，中島さんのところへ訪ねていかれた記

録もありますので，ぜひともセットにしていただけると良いかと思います。 

その他の案件で何かございますか。 

 

宮崎： 文化財課長より，委員の皆様に１点，伝達事項があります。 

 

浅野： 本日は，事業及び調査報告に対しご意見いただき有難うございました。さて，来年

度のこととなりますが，本調査会の委員の皆様の更新期にあたっております。４月末

ごろには担当者から再度ご依頼の連絡をさせていただきますが，どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

衣斐会長：これですべての審議が終わりましたので議事を終わります。 

 

宮崎：衣斐会長ありがとうございました。来年度の第１回調査会は７月を予定しております。

よろしくお願いします。 


