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平成 29 年度第 1回文化財調査会議事録概要 

 

１ 日時 平成 29 年 7 月 11 日（火）9：30～11：30 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 12 階 1202 会議室                  

 

３ 出席者 

（文化財調査会委員） 衣斐 弘行（会長） 筧 真理子  小谷 成子   塚本 明  

諸戸  靖         山口 泰弘    

 （事   務   局） 文化スポーツ部長  石坂 健 

文化財課長     新田 剛 

文化財課文化財ＧＬ 谷口 雅子 

文化財Ｇ           土屋 潤一郎 

文化財Ｇ            吉田 有里 

文化財Ｇ      前田 有紀 

文化財Ｇ      渡辺 愛子 

                         発掘調査ＧＬ       青井 和徳 

 

４ 欠席委員  

     植村 明也  小澤 毅  菅原 洋一  瀧川 和也  釆睪 真澄 

 

５ 議事 

（１）平成 29 年度事業計画について 

（２）調査報告について 

（３）寄託及び寄贈資料について 

（４）市指定文化財候補について(非公開)  

  

６ 内容 

 

《挨拶》 

《会長選出》 

 

事務局： それでは議事に移ります。鈴鹿市文化財保護条例施行規則第９条の６第３項によ

りまして会長に議長をお願い致します。それでは，議長席に移動をお願い致します。 

 

衣斐会長： それではお手元の事項書に沿いまして議事を始めさせていただきますが，初め

に事務局から何かありますか。 

 

事務局： 鈴鹿市情報公開条例第 37 条の規定により，会議は原則公開になっておりますが，

今回事項４の指定文化財の候補につきましては同条例第 37 条第２項に，「会議を公開

することによって当該会議の構成または，円滑な運営に著しい支障が生じると認めら

れる場合は非公開とすることができる」とありますので，事項内容からこちらは，非

公開に該当することもありえますのでご協議願いします。 

 

衣斐会長： わかりました。では，傍聴していただく方よろしくお願いします。今提案があ

りましたように非公開のところが一部ありますので，その時は御辛抱下さい。 
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それではお手元の事項書に沿いまして４の(１)平成 29 年度事業計画について，主な

事業計画を事務局のほうからお願いします。 

 

事務局： 主な事業計画について説明を致します。 

初めに金生水沼沢植物群落観察会について，今年度も年６回の開催を予定しており

ます。第１回目を５月 13 日に行い，レンゲツツジをご覧いただきました。第２回目は

６月３日に，ノハナショウブを，第３回目の７月１日にはノカンゾウをご覧いただき

ました。今後は７月 29 日，９月 16 日，10 月 28 日を予定しております。終わりました

観察会の詳細と今後の観察会へ向けての作業内容につきましては，後ほど事務局から

御説明致します。 

次に，天然記念物の樹木であります地蔵大マツ樹勢回復保護事業を５月 22 日，23 日

に行いました。この件につきましては，後ほど事務局から御説明致します。 

続きまして，伊奈冨神社庭園につきましてです。こちらは平成 27 年から始まった事

業でございまして，今年で３年目になります。昨年度は，７つの島のうち浸食が著しい

東側の２つの島の島岸の修復工事と，庭園の一部の危険不要木の伐採を行いました。

今年度に入りまして，５月 30 日に第６回調査委員会を行いました。当初の計画では，

27 年から 31 年までの５か年でありましたが，調査委員会にて，昨年の実績を報告させ

ていただき協議した結果，29 年度からの工事施行箇所や工法を見直し，32 年度まで事

業延長をすることが承認されております。詳しい内容につきましては，のちほど担当

から報告させていただきます。なお，次回第７回調査委員会につきましては，改修工事

の期間中であります 10 月を予定しております。 

次に，今年度の北勢４市文化財協議会につきましてです。８月 17 日（木）13 時 30

分から四日市市開催の予定でございます。テーマは，無形民俗文化財の現状と課題で，

ちょうど二年前の鈴鹿市が担当した時とテーマが同じであるため，また同じなのかと

いう意見もあったのですが，今回は，昨年の 12 月１日に「鳥出神社の鯨船行事」がユ

ネスコの無形文化遺産に登録されたこともありますので，担い手や後継者問題につき

まして，再度検討したいということもあり，このテーマとなったと聞いております。会

場は，富田地区市民センターでありますが，鳥出神社が近くにありますので，初めにそ

ちらの見学と鯨船神徳丸の収蔵庫の見学した後に，会議と伺っております。 

次に，８月後半に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

展示替えと共に，毎回テーマを決めて展示されておりますが，今回は，「摺り友禅の美

世界展」というテーマで行われます。紋様を彫った型紙を生地に当てまして，その上か

ら絵の具を付けた刷毛などで摺り付けていくのを摺絵といいます。今回は例年の体験

彫りに加えまして，伊勢型紙を使った摺絵体験も行う予定です。 

次に，11 月１日から 12 月 17 日まで佐佐木信綱記念館の特別展を開催致します。テ

ーマは「佐佐木信綱とふるさと石薬師」としまして，生誕地であります石薬師と信綱と

の心の交流を描き出す展示でございます。１月には，文化財防火デー防火訓練，防火査

察を予定しております。そして，３月の初めくらいに，また第２回目の文化財調査会の

予定をさせてもらっております。以上が，今年度の主な事業計画でございます。 

 

衣斐会長： 御質問等は，全部終わってから受けたいと思います。 

②伊奈冨神社庭園保存修理事業についてのご説明をお願い致します。 

 

事務局： それでは，伊奈冨神社庭園保存修理事業について説明致します。資料は，別紙２

の３枚の資料になっておりますので，お願い致します。別紙２が，説明の文章になっ

ておりまして，適宜「こちらの図を見てください。」というようなことをお伝えしなが

ら，おおかた読み上げさせていただきますので，図と工程表を見ていただいて，確認
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をしていただければと思います。 

伊奈冨神社の庭園の 29 年度の保存修理事業を進めております。今ほど，全体の文化

財関係事業の中で説明がございましたように，５月 30 日に第６回の保存修理調査委員

会を開催致しました。ここで 28 年度の事業実施状況の報告と，全体の事業計画の見直

しと，各年度の事業の進め方について検討を行いました。別紙２の１の平面図をご覧

ください。28 年度は赤と緑の実線で囲んである範囲につきまして，赤の実線で囲んで

あるところが島岸の修復を実施した島の５と７です。緑の実線で囲った範囲が樹木の

伐採を行った範囲です。単年度ではこの位の事業量ということが分かってきまして，

残り３か年度どのように仕事を進めていくかを検討していきました。次に別紙２の（２）

を御覧ください。29 年度事業にも関わってくることです。昨年度は，29 年度は島の３，

４，６の島岸の修復に取り掛かれるだろうという計画を立てておりましたが，28 年度

に若干樹木の伐採が思ったようには進められなかったため，29 年度は樹木の伐採と島

岸の修復と組み合わせながら，事業を進めるということで計画の変更を協議して，承

認をしていただきました。その結果として，この図に描いてあるように，本年度工事の

施工範囲としては，まず細かい点線で囲ってある緑の範囲を樹木の伐採を行います。

池の北島岸については，工事の支障になる木が多いということで，図の島岸の上側辺

りの木は全て今年度に切ってしまいたいと思います。島４と島３についても，危険な

木や工事の支障となる木は切っていきます。今年度の島岸の修復につきましては，昨

年度に木を切る作業を終えている，島６と島４で行っていきます。 

次年度以降につきましては，平成 30 年度に島１と島２の「‥」のついた緑の線で囲

んである範囲の樹木の伐採と，一番大きい島２の島岸の修復を行います。樹木の伐採

は 30 年度までに行って，31 年度は，残っている島１と島３の修復を行います。また 28

年度からの島岸の修復による経年変化や，施工後の土の沈み込みに対する補修が必要

になる部分が出てきます。先の修復に加えて施工後の補修をしていきたいという流れ

で整理致しました。 

事業年度なのですが「これで現場の工事終わっているのでは。」という話になりそう

ですが，工事の報告書を最後に出さなくてはいけなくて，その仕事が 31 年までに収ま

らないという見込みになってきました。32 年度までかけてなんとか報告書まで仕上げ

て第１期事業を終了していくという大きな流れで，事業を進めていくということを委

員会より承認をいただいております。 

しかし，これも実際木の太さや島岸の劣化状況によりやってみないとわからない部

分もありますので，毎年度進行状況を確認御報告しながら計画についても見直しつつ，

「場合によっては，報告書の執筆と印刷が 31 年度にできるのならばするという方法も

あります。」という含みを持ちつつ，32 年までの計画で進めるということで事業延長の

了承も得ました。 

今ついでに(２)の 29 年度の庭園修復工事についてもあらかたご説明を致しました

が，そのようなことで，29 年度進めたいと思います。 

別紙２-２で工程表を提出させていただいておりますが，活用事業ということで，実

際の整備工事でなくて文化財の価値を知ってもらうための活動も行っております。28

年度は，稲生公民館の文化祭において発掘調査の報告展をパネルで展示したのですが，

それと同じやり方で 29 年度は 28 年度の修復工事の報告展を開催したいと考えており

ます。日付は書いていませんが，公民館に確認しましたところ，今年の文化祭の作品展

の予定の日にちが決まりまして，11 月 11 日(土)，12 日(日)ということだそうです。

まだ，詳細の準備ができていない状況でございますが，稲生公民館の文化祭の作品展

はその日に行われることは決まっていますので，その日に合わせて今後準備を進めて

いきます。もしお時間に余裕があれば足を運んでいただければと思います。 

保存事業のほうで申し添えたいこととしましては，保存事業については神社さんが
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工事の事業主ではあるのですけれども，七島池保存会という氏子さん，総代さんを中

心とした方々に御協力をいただいております。実際の作業でいうと，池の水抜きや樹

木の搬出などといった，細々した工事の手伝いや，材料や足場の準備などといった，

細々した準備などに，非常に積極的に動いていただいています。 

皆さんの意識が地元から高まっているなかで進めております。今年も，委員会の席で

「保存会さまの御協力をお願います。」というお願いをし，「分かりました。」という御

返事もいただいて進めております。市と致しましても測量のほうは，市の文化財課の

職員が出ています。修復後の図面を作成する必要がありますので，考古博物館の発掘

調査グループの協力も得ながら作成を進めております。あと，工事の立会も職員が出

て行っております。以上のような形で今年度も仕事を進めていく計画です。以上です。 

 

衣斐会長： 次の金生水沼沢植物群落保存増殖事業についての説明お願いします。 

 

事務局： 金生水沼沢植物群落保護増殖事業でございます。観察会年間６回計画しておりま

してそのうち３回終了しております。１回目はあいにくの雨天でしたが無事実施でき

ました。今年度ですが，レンゲツツジ・ノハナショウブ・ノカンゾウ等を目玉の植物と

して挙げています。残念ながら，どの観察会も開花のピークよりも２週間遅れとなっ

ていますが，開花の様子は参加者にも味わっていただくことができています。参加者

はよく参加していただいている方もいれば，一部新規の方もいらっしゃいます。参加

者は少人数であることが多いため，ルーペ等の使い方を個別指導したり，色々植物を

見て回っている途中に，止まって参加者から質問したり，少人数であることを活かし

た観察会を行えているといえます。 

裏面に移りまして，除草作業について説明致します。観察会の２週間前に原則草刈り

をして１週間前に草搬出という流れで本年度も事業を進めております。作業は全て市

職員や調査員が行っております。刈った後の草の搬出は，なかなか大変な作業でござ

いまして，本年度はより効率化を目指して中型トラックを２台運用するなどして，少

しでも負担を減らしていけるように作業しております。金生水については，以上です。 

 

衣斐会長： それでは，もう１つ発掘事業調査事業等についてお願いします。 

 

事務局： それでは，発掘調査担当の青井と申します。よろしくお願い致します。まず資料

の紹介です。色々配らせていただきまして，考古博物館の催し物案内と，それから今

年ありました速報展の「発掘された鈴鹿 2016」です。それから今週末から開催されま

す「弥生時代の鈴鹿」という企画展のチラシが入っております。あと報告書としまし

て，昨年度刊行された報告書で，年報第 18 号と伊勢国分寺遺構編と伊勢国府跡 19 と

宮ノ前遺跡第３次をみなさんに配布させていただきました。ご確認のほうをよろしく

お願い致します。 

資料４にしたがいまして説明を申し上げます。発掘調査としましては，(１)発掘調

査事業については国や県の補助で実施している事業で，市内発掘調査でございます。

(２)については緊急発掘調査でございます。(１)の伊勢国府跡第 36 次調査ですが，こ

ちらは長年調査しているところで，今年度につきましては９月・10 月頃に実施を予定

しております。政庁・方格地割間などを，地元の方の協力を得ながら計画しておりま

す。その中で専門的な先生もお呼び致しまして調査指導会議も行います。 

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

ります。現在実施しておりますのは木田町にあります磐城山遺跡の第 10 次の調査でご

ざいます。実施期間は５月～３月までを予定しております。年代としては，弥生時代後

期で，竪穴式住居等が見つかっております。それから範囲確認調査と致しましては，現
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在５件行っており，個人住宅等にかかるものです。例年 20 件程度実施しております。 

次に，(２)の緊急発掘調査です。受託調査としまして宅地造成に伴う須賀遺跡を４

月からこの７月にかけて行います。また，個人住宅建築に伴う念仏山遺跡を９月に実

施致しました。 

次に(３)史跡の保存修理と管理でございます。史跡伊勢国分寺跡保存整備でござい

ます。現在４分の３ほど整備がすすんでおりまして，今年度につきましては，掘立柱建

物遺構表示・土系舗装・透水性舗装・芝舗装・サイン設置・植栽の整備をする予定でご

ざいます。こちらの保存事業につきましては保存整備検討会議，伊勢国分寺跡遺物編

報告書の刊行の準備を行っております。 

続きまして(４)の報告書の刊行でございます。八野遺跡(第１次)・磐城山遺跡(第８.

９次)・伊勢国府跡 19 の刊行と塚腰遺跡・岡田南遺跡・小規模な調査報告については

鈴鹿市考古博物館年報第 19 号に掲載を予定しております。 

最後に公開普及でございますが，まず発掘調査にかかる公開関係のものでスライド

説明会を致しました。５月 21 日には磐城山遺跡・十宮古里遺跡を，６月 18 日は伊勢

国分寺跡・塚腰遺跡・岡田南遺跡・伊勢国府跡について行いました。 

次に現地説明会ということで７月 29 日に「夏休みこども体験博物館」として磐城山

遺跡発掘体験を実施する予定で本日から募集が始まっております。例年では定員がす

ぐいっぱいになる盛況ぶりでございます。 

それから考古博物館速報展「発掘された鈴鹿」の次回につきましては，「2017」を年

度末の３月頃から実施する予定をしております。 

その他鈴鹿市考古博物館年報第 19 号の編集，博物館ホームページにおいて埋蔵文化

財情報を発信しております。以上でございます。 

 

衣斐会長： 今報告がありました(１)～(４)までのところでご質問等ありましたらお受けし

たいと思います。どの項目でもかまいませんので。 

 

筧委員： 伊奈冨神社の庭園保存なのですけれども，これは質問というよりもできればとい

うことなのですが，活用事業を公民館でなさる予定ですが，全部完成したあかつきに

は，できれば考古博物館で展覧会できないかしらと思います。これまでは地元の維持

管理というのが非常に大きかったと思うのですけれども，そういうところも紹介しな

がら考古博物館で展示していただくと，地元の方も満足感を覚えられるのではないか

という感じが致します。 

あと，これは単なる好奇心なのですが，金生水のところでカモノハシとありますの

は，植物なのですか。 

 

事務局： 植物です。 

 

衣斐会長： 伊奈冨神社のほうは当然完成のあかつきといいますか，事業が終わった時点で

は筧先生がおっしゃられたようなことを，是非検討していただけたらと思います。 

 

事務局： 今のことに補足させいただいてよろしいでしょうか。また博物館も年に企画展２

回と特別展をやっておりますので，そういった中で今後取り上げていけたらと思いま

すのでよろしくお願い致します。 

 

諸戸委員： 伊奈冨神社のことの引き続きですけども，整備事業の結果何か出てきています

か。 
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事務局： 整備事業では，遺構面と言っている最初に庭が造られた地面には，触らない状態

で去年の工事はできましたので，残念ながら 27 年度に発掘調査を行ったときのような

新しい知見というのは得ることはできておりません。 

 

衣斐会長： 今日は山口先生がいらっしゃいますが，去年公民館で展示したときに神宮寺が

所持されている絵図の展示もありましたが，山口先生は御覧になっていただいたこと

ありますか。 

 

事務局： 神宮寺古図絵巻とよばれているものですが。 

 

山口委員： 以前，県立美術館で宗教関係の展覧会行った時に一度お借りしたものは･･･。 

 

衣斐会長： それは伊奈冨神社のもので，県の指定文化財になっておりますね。あれとは別

ですね。これも，提案なのですが委員の先生にもどこかで，例えば，この調査会の後と

かに，一度見ていただく機会があるといいですね。 

それでは(２)の「調査報告について」に移りたいと思います。①地蔵大マツ樹勢回復

保護事業よろしくお願いします。 

 

事務局：  地蔵大マツ樹勢回復保護事業について御報告致します。別紙５をご覧下さい。昨

年度の第２回の調査会において鈴木委員に調査報告をしていただきました，西玉垣町

の地蔵大マツについて枝重ねが起きて，正常な生育ができていない状態が確認されて

いました。そこで５月 22 日より県の緑化推進協会の助成を受けまして，枝の剪定及び

上部の枯れの原因確認を行いました。作業については樹木医指導のもと委託で実施さ

れております。下が剪定後の写真です。虫害が疑われた上部の枯れについては寿命に

よるものだろうというふうに診断されています。また，今後も定期的に剪定が必要に

なるものと思われます。以上です。 

 

衣斐会長： 地蔵大マツについてのご質問・ご意見がありましたらお受けしたいと思います

が，ここの時点までは鈴木先生も関わっていただいていたのですか。 

 

事務局： そうです。鈴木先生も調査には立ち会っていただきました。実際に剪定する時に

は来ていただいてはいないのですけども，樹木医さん御指導のもとで行いました。 

 

衣斐会長： そうですか。下の写真を見ると随分さっぱりしましたよね。 

 

諸戸委員： ちなみに樹齢はどれくらいです。 

 

衣斐会長： どうですか，樹齢。諸説あるみたいですが樹齢は。 

   マツの樹齢っていうのは，どうでしょうか。わたしの知る限り 300 年以上というのは 

めったにありません。あれは 500 年くらい経っていますかね。 

 

諸戸委員： そうなのですか。だいたい 300 年くらいが限界ですね。 

 

衣斐会長：  限界だと思いますね。かつて竹野にありました大マツがマツ枯れで昭和 50 年 

   代に枯れました。伐採して京都大学に年輪測定してもらうと，320 年くらいでした。平 

地にある大マツの年輪測定であったため，比較的に精確に出たそうです。 

山地などでは，日光の加減などで若干違うらしいですが，竹野のマツは平地にある大
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マツだったので，320 年位と結果が出ました。そのため，たぶんここも 300 年くらいが 

限界ですかね。伝わっている伝説だともっと長くなりますが。 

 それでは(３)寄託及び寄贈資料について。どうでしょうか。 

 

事務局： 29 年度の上半期にご寄贈賜りました主要な資料２件について御報告をさせていた

だきます。別紙６をご覧ください。 

まず１件目です。川北一雄詠歌短冊他で，断簡を含む全部で54点を寄贈賜りました。

川北一雄氏は佐佐木信綱の父親である佐々木弘綱の碑前祭など，佐々木弘綱顕彰で非

常に功績のある方です。実際に佐佐木信綱の自伝「ある老歌人の思ひ出」がございます

が，その中にも「石薬師の碑前祭が川北一雄君を初め人々の熱意よって催された」とい

うふうに出ておりまして，石薬師での顕彰活動が同氏を中心に行われてきたというこ

とがわかっております。また信綱の没後は佐佐木信綱顕彰会の会長をされたほか，石

薬師歌会を発足されております。いずれも現在まで続いている会なのですが，こうい

った功績も認められております。以上のようなことから弘綱，信綱顕彰の歴史を紐解

くうえで非常に有意義な資料ではないかと考えております。この資料は今後，佐佐木

信綱記念館において保存活用を図って参りたいと考えております。 

続きまして裏面に移ります。重要無形文化財保持者いわゆる人間国宝の作品である，

伊勢型紙彫型画 全２点を額装された状態で譲り受けました。遠い茨城県の個人様から

の寄贈です。１つ目は「福招来」と書いてある，児玉博さんという伊勢型紙縞彫りとい

う技法を得意とされた人間国宝さんの作品です。縞彫り・突彫り・道具彫り・錐彫りと

いう全部で４種の技法が伊勢型紙にはございます。その中で定規などを用いて，縞の

柄に彫っていく技法を得意とされた児玉さんの作品がこちらです。その下は「鼓」で

す。ひと突きで花型や三角などの紋様が彫れる彫刻刀を自ら作成して彫刻していく，

道具彫りという技法がございます。この技法を得意とされた同じく人間国宝の中村勇

二郎さんという方が彫られた彫型画になっております。こちらいずれも市役所西館の

郷土資料室で保存管理を図っていきたいと考えております。以上です。 

 

衣斐会長： 寄贈資料についてご意見ご質問がありましたら，よろしいですか。この「断簡

等」ってありますが手紙のことですね。 

 

事務局： いや，この断簡は何の資料かわかっていません。ただ佐々木弘綱と書かれた紙が

残っていたりしたので，一部数には数えさせていただきました。 

 

衣斐会長： 手紙類はないということですか。 

 

事務局： 手紙は無かったです。 

 

塚本委員： 寄贈者の名前が伏せられていますけども，差し支えない範囲でどういう関係で

伝来されたものか教えていただけますか。 

 

事務局： 短冊は，実はゴールデンウィーク中に記念館に直接お持ちいただきました。 

 

塚本委員： 川北さんのご縁のかたではなく。 

 

事務局： おそらくお孫さんにあたられる方だと思います。 

 

事務局： 型紙のほうは，お電話で寄贈の申し出をいただきました。中村勇二郎さんの方は
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お仕事の関係で，ある部屋でお話をされていた時に，その部屋に飾ってある型紙を中

村勇二郎さんが入れ替えにこられていまして，そこで入れ替えた後の型紙をいただい

たという経緯だと伺っております。もう一点は御本人さんのご記憶があまりないとの

ことなので詳しいことはわかりません。 

 

衣斐会長： 短冊は，全部川北一雄さんの短冊ですか。 

 

事務局： 全てではなく，ほとんど一雄さんのものなのですが，一部は弘綱の碑前祭に参列

された方々の詠歌の短冊も含まれております。おそらく石薬師歌会に参加されていた

方ではないかと思うのですが，詳細はまだ明らかにされておらず申し訳ございません。 

 

衣斐会長： 墓前祭をした時の記録はあるのですか。 

 

事務局： 信綱の自伝をみるかぎりでの記録等はあるのですが，詳しいことはひょっとする

と佐佐木信綱顕彰会さんにお伺いした方がわかるかもしれないです。 

 

衣斐会長： そういう意味でも，その時詠まれた歌なら貴重な資料になりますね。 

 

事務局： そうですね，貴重なものだと思います。 

 

衣斐会長： よろしいでしょうか。寄贈資料について，またこれも後で御意見があればお伺 

   いしたいと思います。 

それでは(４)の「市指定文化財候補について」入りたいと思いますので，傍聴の方は

ここで退席いただきます。 

 

《傍聴人退室》 

 

《非公開のため省略》 

 

《閉会挨拶》 


