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                            今年の９月 21 日に静岡を襲った台風

15 号は、文化財にも大変多くの被害をも

たらしました。その多くは天然記念物な

どの樹木です。とくに名勝「三保の松原」

では 30本以上もの松が倒れてしまいまし

た。そのほか久能山東照宮でも、史跡内

の多くの樹木が倒れ、一時、神廟（社殿

の奥にある家康公の墓所）への参道が通

行できなくなりました。幸い国宝に指定

された社殿などの建造物群には被害が出

なかったものの、倒れかけている危険木

の対策など、今後もしばらくは災害復旧

への対応に追われそうです。 

久能山東照宮廟所付近の被災状況 

災害から文化財を守る 

 

静岡市文化財通信  ふちゅ～る         第８号 

                      2011 年 11 月 10 日発行 

歴史を求めるこころ 
今年の３月 11日、未曽有の大地震と大津波が、東北地方の太平洋岸を襲いました。今もって多くの方々

が行方不明であり、お亡くなりになった方々に心からお悔やみを申し上げます。 

この被害は、貴重な文化財にも及び、消失したものや重大な損害を受けたものなど膨大な数にのぼりま

す。地震と津波は、過去の人々が積み重ねてきた有形の創作物を一瞬に消し去りました。まるで時空の「空

白」が爆発的に拡散したようで、それは後世の人々が「歴史」を再構成する財産を永久に失ってしまった

ことを意味しています。 

震災以来、私たちはこうした国家的な喪失感に包まれながらも、今更のように歴史を大切にしていこう

と思っています。 

歴史を後世に伝えていくためには、それを構想するのに必要な素材を保存しなくてはなりません。まず

は資料の安全な保管場所を確保すべきだと、今回も声高な発言がありました。加えて、資料を正しく汲み

取り再構成する技術を学ぶ必要もあります。この両者の課題に応えるために、行政には施設の整備と人材

の確保が要望されてきましょう。 

私たちの身の回りにあるさまざまな道具に目を遣っただけでも、いろいろな道具が使用され変遷をして

今に伝わり、気候や風土に裏打ちされた性格を備えていることに気付かされます。そこで、ものが内蔵し

てきた歴史を探る心を育てたいと思います。そうした「こころ」が充実することで、周囲の世界を見る目

が多角的になり、豊かな気持ちになる自分が実感できるのです。 

自分はどのような歴史を経て今に至ったのだろうかと自らに問い、追想しながら答えを探す道はこれか

らも続きます。                                   （渡辺） 
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市内で発生した文化財の被害は、19件（広域にわたって被害の出た三保の松原なども１件に数えて

います）にも及びます。文化財課のベテラン職員も「文化財にこれほどの被害が出たのは初めて・・・」

と呟いていたほどです。これだけの被害が一気に発生してしまうと、文化財課職員の初動対応も厳し

いものがありました。台風通過直後から次々と被害に関する情報が寄せられ、２、３日は被害の出た

文化財を確認に行くことで手一杯という状態でした。 

 しかし、想定されている東海地震が発生すれば、被害は間違いなくこれよりも大きなものになりま

す。今年３月の東日本大震災と同規模の地震が静岡で起こった時、我々はどうやって文化財を守って

いけばよいのか。今回の経験で、あらためて課題を突きつけられたような気がします。 

 東北では博物館がまるごと津波に襲われ、悲しいことに館の職員が全員命を落としてしまったとい

う町もあります。もはや、市内だけで完結させた防災対策では不十分であると言わざるをえません。 

そうした中で、静岡県教育委員会文化財保護課では、広域的な協力体制を築き、あらゆる災害に対

処していく仕組みづくりを目指して、静岡県文化財救済ネットワーク協議会を立ち上げました。 

ちょうど台風 15号が直撃していた９月 21日、静岡県、静岡市、浜松市の文化財担当者、大学や博

物館の関係者、文化財の保護活動に取り組む NPO法人の代表者などが集まって第１回目の会合が開か

れました。文化庁で東日本大震災後の対応にあたっている朝賀文化財主任調査官から東北での被害状

況と文化財レスキューの取り組みについての報告を受け、それぞれの立場からどのように連携を図っ

ていくべきなのか議論が交わされました。 

こうした取り組みに静岡市も積極的に参加して、官学民一体となった文化財救済体制の構築に努め

ていきたいと考えています。                           （多々良） 

 

 

 

 

  

清水区三保にある御穂神社は、平安時代前期にまとめられた『延喜式』にも記載されている、いわ

ゆる式内社であり、千年以上古くから地元の方々に親しまれています。 

 江戸時代後期（19世紀初頭）に建立されたと考えられる現在の本殿は、屋根、野地（屋根を葺く材

をのせる下地の板や貫）等を除き、軸組等は建立時のままよく保存されており、静岡市指定有形文化

財となっております。 

 今回、その本殿を保存修理することになり、昭和 30年代の大規模な改修により変更された屋根の形

状に関して、再検討することになりました。 

そこで、当初の屋根の形状を確認するために、昭和 30 年代前半までの御穂神社本殿の写真を

探しています。 

 みなさんの御自宅に御穂神社本殿が写っ 

た記念写真等（一部が写っているだけ 

でもかまいません）がありましたら、 

下記連絡先まで情報提供をよろしくお願い 

します。 

 御穂神社本殿の保存修理は、来年夏まで 

行っておりますので、見学してみてはいか 

がでしょうか。         （花村） 

 

連絡先：静岡市生活文化局文化スポーツ部 

文化財課文化財保護担当 

                              Tel：054-221-1069 

   御穂（みほ）神社本殿の古い写真を探しています！ 
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 静岡市内には、神楽や盆踊りなど多く 

の民俗芸能や伝統行事が受け継がれてお 

り、国・県・市の文化財に指定されてい 

るものだけでも、13件を数えます。 

私たちは、市内に残る民俗文化財の実 

態調査や映像記録化、また助成事業など 

を通して、各保存団体の取り組みを支援 

してきました。しかし、近年の過疎化や 

尐子化により、ほとんどの保存団体で後 

継者問題が深刻化しており、従来の支援 

策だけでは、なかなか伝承の活性化へ結 

びつけることができないという状況に陥 

っています。                    

その一方で、民俗芸能フェスティバル            練習風景 

などのイベントを企画すれば、非常に多 

くの観客が集まり、市民の皆さんの伝統 

文化に対する関心は高まりつつあるよう 

です。 

そこで私たちは、市民の皆さんととも 

に伝統文化の継承の必要性について考え、 

市全体で伝承活動を盛り上げていけるよ 

うな新たな活性化策に取り組み始めまし 

た。そのひとつが「民俗芸能体験教室」 

です。 

体験教室で取り上げたのは、国の重要 

無形民俗文化財に指定されている「有東 

木の盆踊り」です。この教室では賤機都          盆踊り本番の様子 

市山村交流センター「安倍ごころ」を会 

場に、７月後半から８月前半にかけて計３回、有東木芸能保存会の指導のもと練習を行います。そし

て、８月 14日の盆踊り本番には、有東木の東雲寺で地元の踊りに参加させてもらっています。 

平成 21年度から始めたこの教室も、今年で３年目を迎えました。参加者の皆さんからは、「ゆった

りとした踊りで、踊りやすい」「伝統的な盆踊りを体験できてよかった」「有東木の方々の温かい親切

に感謝します」などの感想をいただきました。一方、有東木の皆さんも「盆の夜に昔のような活気が

戻ってよかった」とおっしゃっていました。参加者との交流をとおして、自分たちが受け継いできた

伝統文化の魅力を再認識する機会にもなっているようです。 

ただ、この盆踊りは、有東木の人々によって古くから受け継がれてきたものです。盆の夜は、ふる

さとを離れた人々も帰省して、地域が一つになって楽しいひとときを過ごします。このような市民参

加型の事業を今後も続けるには、地元の人々が大切に守ってきた伝統とその場の雰囲気を壊してしま

うことのないよう、充分な配慮が必要です。 

地域文化の担い手の育成は、市が抱えている大きな課題の一つです。この経験を活かしつつ、市内

のその他の保存団体の皆さんとも話し合いの場を持ちながら、それぞれの事情に即した活性化策を講

じていきたいと考えています。                           （多々良） 

 民俗芸能体験教室「有東木の盆踊りを踊ってみよう！」 

文化財ニュース 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

井川の殿様、海野弥兵衛信茂 

 前号でお知らせしたように、今年度から文化財課の中に静岡市の歴史に関わる歴史資料の所在調査

を行う資料調査部門が設置されました。このコーナーでは、歴史資料調査部門の調査成果をご紹介し

ます。 

取り扱うテーマは複数用意していきたいと思いますが、今回はそのテーマの中でも「静岡の名望家

列伝」として、静岡市内の各地域で活躍した名望家（多くの人びとから尊敬され、信頼を集める人）

を取り上げます。第１回は、江戸時代に安倍郡井川７ヶ村（現在の井川地区）の支配を任され「井川

の殿様」と呼ばれた海野弥兵衛信茂（のぶしげ）を取り上げます。文化財課では、これまでに古文書

や民俗芸能・民具など井川のさまざまな文化財を対象とした調査を継続的に行ってきました。 

 今回の主人公、海野弥兵衛信茂は、安倍郡羽鳥村（現在の葵区羽鳥）の旧家である石上久左衛門家

に生まれ、海野家の養子となりました。信茂が養子に入った海野家は、戦国時代には今川氏や徳川氏

に仕え、武士として井川を支配していました。江戸時代に入ると、海野家は農村に居住する武士であ

る「郷士（ごうし）」となる道を選びました。海野家は、徳川家康の駿府在城時からしばらくは、将軍

家にお茶を献上する「御茶壷御用」を担っていました。しかし、３代将軍徳川家光の弟であり、江戸

時代初期の静岡市域を支配していた徳川忠長(ただなが)の失脚事件に一族の者が関わったため、それ

以降は特別な役割を担うことはなくなりました。 

 さて、海野家の一族に武蔵国岡部藩主（現埼玉県深谷市）となった安部（あんべ）氏がいます。こ

の安部氏に関する資料が埼玉県立文書館（さいたま市浦和区）に所蔵されていることが所在調査の結

果わかりました。安部氏の資料からは、安部氏が祖先を同じくする海野家に対して、たびたび先祖の

事跡調査を依頼していることが読み取れます。信茂の祖父信包（のぶかね）は、安部氏と海野家の先

祖である安部大蔵が使用した甲冑を安部氏に贈っています。また、幕末には安部家の家臣が直接海野

家を訪れ、安部氏の事跡を記した古文書などを調査しています。 

海野家当主である間の信茂は、頻繁に井川と駿府を往復する文化人としての側面が強調される生活

を送っていました。信茂の本領が発揮されるのは、家督を譲り隠居した後です。隠居した後、     

信茂は自分と井川の人びとの生活を克明に記録しました（『海野信茂日記』）。この日記から読み取れる

井川の人々の生活は、一般的な江戸時代のイメージである「年貢を納めることが精一杯で、窮屈な生

活を強いられる人びと」といった姿だけではありません。信茂の家来とその家族 120名は、たしかに 

信茂指揮のもとで農業に精を出していま

したが、ともに祭りや神楽を楽しみ、互

いの家族の成長を喜び、健康を気遣いな

がらいきいきと生活していました。こう

して「井川の殿様」は、かつての井川の

支配者から井川の人々とともに歩む名望

家へと姿を変えていきました。 

今後とも、このコーナーでは静岡市内 

各地の名望家を紹介していきたいと思い

ます。みなさんの住んでいる地域で名望

家の情報や記録、伝承などがございまし

たら、ぜひ文化財課までご連絡ください。 

海野家と安部氏の先祖、安部大蔵の墓（葵区井川 竜泉院）                   （岡村） 

   

  歴史資料調査報告－静岡の名望家列伝①－ 
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今川氏親（うじちか）と増善寺 

今川氏７代目当主、氏親の時代は、今川氏 

が戦国大名としての政権基盤を確固たるもの 

にした時代です。 

北条早雲など家臣たちの活躍により遠江国 

をも手に入れた氏親は、領国の安定化を目指 

してさまざまな政策を打ち出していきます。 

氏親の主な功績を列記してみると、 

①京都との強いパイプを背景に、公家や高僧 

との交流を深め、当時の最先端の文化や学 

問を駿河にもたらした。 

②新たに領地に加えた遠州で検地を実施した。 

検地とは、経済的・軍事的な基盤の確保を         今川氏親像（増善寺蔵） 

目的に、領国内の田畑や屋敷地の面積を調 

べること。現在確認できる氏親が行った検 

地の初見は永正 15年(1518)。これは永正 

3年に検地を行った北条氏とともに、戦国 

大名としては早い時期の検地事例である。 

③東国の戦国大名として初めてとなる分国法 

「今川かな目録」を制定した。 

とくに③の「今川かな目録」は特筆すべき 

で、戦国大名として幕府の法とは別に、独自 

の法律によって領国を治める意志を明らかに 

したものです。その中には、私的な紛争によ 

り問題を解決するのではなく、法による解決 

を促すための「喧嘩両成敗」の規定もみられ 

ます。この規定は、後の豊臣、徳川政権にも              今川氏親の墓所（増善寺） 

受け継がれており、その先駆けになったとい 

う意味において、我が国の歴史上注目すべきものといえるでしょう。 

 「今川かな目録」を制定してから２ヵ月後の大永６年（1526）６月 23日、氏親は 54歳でこの世を

去ります。ながらく病に冒されていたといい、晩年の「今川かな目録」の制定は、自らの死後、領国

が混乱することを避けるためのものであったと考えられています。 

 氏親の菩提寺は、増善寺。葵区慈悲尾（しいのお）にある古刹です。その創建は白鳳 21年（681）

と伝えられ、荒廃していた寺を氏親の代に再興しました。山あいにひっそりとたたずむお寺で、境内

には氏親の眠る墓所や、氏親と北条早雲の活躍を顕彰した石碑があります。また本堂内には氏親の木

像も安置され、そのほか「今川氏親葬儀記」や今川義元が出した文書（市指定文化財）など、貴重な

資料も保存されています（一部は静岡市文化財資料館に寄託）。 

 氏親は、息子である義元の影に隠れてあまり注目されてこなかった人物ですが、戦国大名としての

駿河における功績など、しっかりとした検証を行い評価していくべき存在であるといえるでしょう。 

 なお増善寺では、氏親の命日である６月 23日に、毎年法要が行われています。    （多々良） 

参考文献：『静岡県史』通史編２・中世 

※平成 22年に、増善寺より『今川氏親公菩提寺 慈悲尾増善寺への誘い』も刊行されていますのでご参照ください。 

 今川氏ゆかりの地を訪ねて その７ 

静岡の魅力発見！ 
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龍津寺 吉祥天立像(伝弁財天) 平安時代後期 静岡県指定文化財 

 本像は静岡市葵区羽鳥の龍津寺境内の弁財堂に弁財天として伝え

られてきましたが、服制から当初は吉祥天として作られたと考えら

れます。高さは約 130cm、頭からほぼ全体を一つの材で彫る「一木

造」で、背中から内部を刳り抜き(内刳)、両腕は肩からやはり内部

を刳り抜いた別の材を矧いでいます。 

像は唐の貴婦人のような服装で、上半身は筒袖の衣の上に大袖の

衣、その上にガウンのようなくくり袖の衣を着け、更に両肩から天

衣(てんね)を掛け、下半身に裙(くん＝スカートのような衣)を着け

沓を履いて立っています。髪を肩まで垂らし、頭頂に人面を持った

蛇の姿をした宇賀神(うがじん)と鳥居を載せていますが、これは後

世に取り付けられたものです。左手は肘を曲げて宝珠を捧げ、右手

は肘を曲げて 5本の指を捻じていますが、当初右手は掌を前にして

下げていたと思われます。 

像は頬の肉付きの良い円い顔、全体に丸みを帯びた体つき、表情

や衣文等に穏やかな表現等がみられ、これらの特徴から平安時代後

期に作られたと考えられます。 

吉祥天は古くはインドの福徳を司る女神で、日本では奈良時代か

ら平安時代にかけて悔過(けか＝罪を懺悔する法要)の本尊として盛

んに信仰され、多くの像が作られていますが、東日本ではこの時期

の吉祥天像の作例は尐なく、その点からも本像は大変貴重な仏像と

いえます。 

この像の確かな由来はわかりませんが、『駿河記』によると、天文２年(1533)駿河国千本浦の村長八

木佐右衛門の夢に現れた婦人のお告げによって海から引上げられ、当地で「出世弁天」として信仰さ

れていましたが、後にこの地に安置されたとされています。              （横田） 

拝観等のお問合せ先：龍津寺(静岡市葵区羽鳥) 054－278－6277 

 

 

 

 

 

田代のカワムカエ 

前号に引き続き、今回も葵区田代の行事を紹介したいと思います。 

皆さんは代参講（だいさんこう）という行事を知っていますか。一定の地域で信仰を同じくする人々

がお金を積み立てて、毎年順番に代表者を選んで遠くの寺社へお参りにいく行事です。庶民の旅が活

発化した江戸時代には、伊勢神宮への代参講が盛んとなり、「一生に一度は伊勢参り」と言われるほど

流行しました。ただ単に村人の代表がお参りして神札を頂いてくるというだけではなく、道中の名所

や名物を楽しみながらの物見遊山も人々を代参の旅に駆り立てる要因のひとつだったようです。 

代参者が長旅から故郷へ戻ると、集落の入り口で村人たちが出迎えるという風習もありました。田

代のカワムカエは、その風習を今に伝える伝統行事です。 

田代では今でも遠州秋葉神社（浜松市天竜区）への代参が行われています。毎年正月３日、神札の

代金を村人から託された代参者２名が、マイカーで秋葉神社に向かいます。今でこそ日帰りですが、

かつては法多山尊永寺（袋井市）などに立ち寄りながらの一泊旅行でした。 

静岡市の仏像 

しずおか民俗歳時記 

静岡の魅力発見！ 

静岡の魅力発見！ 

 

 



 7 

 

代参者が神札を頂き、田代に戻ってくる 

のは午後３時頃。その頃になると集落の入 

り口にある秋葉さんの常夜灯の前に村人が 

続々と集まってきます。カワムカエの準備 

をするのは、次の年に代参を務める村人で 

す。常夜灯のまわりに注連（しめ）縄をは 

り、神饌となる豆腐やお神酒を用意します。 

代参者が戻ると花火を打ち上げ、いよい 

よカワムカエ行事の始まりです。まずは代 

参者が持ち帰った秋葉神社の神札と、神社 

で祈祷してもらった銭の入った袋を常夜灯 

の前に供えます。次に神官が藁で作った小 

さな箒状の祭具（フデなどと呼んでいる）   村境の辻で行われるカワムカエ行事（葵区田代） 

を手にして秋葉の神を迎え入れる神事を執 

り行います。そして箒と秋葉神社の大札を常夜灯に納め、村人にお神酒が振舞われると、最後は皆が

楽しみにしている撒き銭です。代参者が秋葉さんで祈祷をしてもらった銭を村人に向かって撒くので

す。秋葉神社は火の神として信仰されていますから、撒かれた銭はヒブセ（火伏せ）などと称して、

自宅の台所や囲炉裏のそばに吊るされます。 

カワムカエは、年末年始に帰省した人々も加わって、大勢の村人で賑やかに正月休みを締めくくる、

田代地区には欠かせない節目の行事となっています。                 （多々良） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

駿府城豆知識  その６ 

駿府城二ノ丸北東部の二ノ丸御殿跡 

（前回掲載）が確認された区域は、寛 

永 12（1635）年の火災により建物が焼 

失し、その後は、御殿や台所は再建さ 

れず、馬屋が建てられました。古絵図 

の「駿府御城惣指図」（寛永年間後半） 

にはこの建物が描かれています。 

発掘調査でも、絵図とほぼ同じ場所 

には御殿跡より新しい時代の建物跡が 

確認され、その結果、床下に川原石が 

敷き詰められていたこと、内部を仕切 

っている間隔が８尺と広いことから馬 

屋跡であろうと考えられています。 

また、二ノ丸北西部分（北御門の西 

側）では、静岡県立図書館蔵の「駿府          

御城図」等には馬場が描かれており、    「駿府御城惣指図」部分 市内個人蔵 

寛永以降は馬場として利用されたもの 

と思われますが、発掘調査では馬場跡を確認することができませんでした。＜つづく＞                             

（山本） 

 

 

二ノ丸堀 

北御門 

本丸堀 

二ノ丸水路 

馬屋 
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県指定有形文化財「木造千手観音立像」ほか仏像群（中野観音堂）の公開 

 

 

日   時 平成 24年１月６日（金） 午後１時頃～ 

会   場 中野観音堂（静岡市葵区井川） 

参加方法 当日直接会場へどうぞ。 

※井川までの峠道は、積雪の可能性があります。お車で向かわれる方はチェーンを用意するなど、充分な準備

をお願いいたします。      

 

静岡市埋蔵文化財センター企画展「古墳時代後期の大刀展」 

場 所：静岡市埋蔵文化財センター 

（静岡市清水区横砂東町 33－２） 

期 間：平成 23年 10月 16日（日）～12月４日（日） 

入館料：無料 ※土曜日、祭日、第２・４・５の日曜日は休館 

 

静岡市文化財資料館企画展「安政の大地震と鯰絵―幕末に揺れにゆれた大地震―」 

場 所：静岡市文化財資料館（静岡浅間神社内） 

（静岡市葵区宮ヶ崎町 102） 

期 間：平成 23年 10月 22日（土）～11月 27日（日） 

入館料：大人 200円、中学生以下と市内在住 70才以上は無料 

    30人以上の団体、１人 150円 

休 館：月曜日・祝日の翌日 

 

静岡市立登呂博物館企画展「古代へのまなざし―芹沢銈介が愛した縄文・弥生―」 

場 所：静岡市立登呂博物館（静岡市駿河区登呂 5丁目 10-5） 

期 間：平成 23年 11月 10日（木）～12月 4日（日） 

入館料：大人 200円、中学生以下と市内在住 70才以上は無料 

    30人以上の団体、１人 150円 

休 館：月曜日・祝日の翌日 

 

 

市内で出土した古墳時代後期の大刀

を中心に紹介します。装飾が施され

たものなど見応えのある展示です！ 

 

静岡市文化財通信 ふちゅーるミニ 第８号  2011 年（平成 23 年）１1 月１０日発行 

担 当 課 静岡市 生活文化局文化スポーツ部 文化財課 

住  所 静岡市葵区追手町 5 番 1 号 

問合せ先  ０５４－２２１－１０６９（文化財課 文化財保護担当） 

※静岡市ＨＰからも配信しています。文化財課のページをご覧ください。 http://www.city.shizuoka.jp/ 

安政の大地震の関連資料を展示し、

当時の被災状況や、『鯰絵』などか

らうかがい知る復興への思いにつ

いて理解を深めます。 

イベント情報 

３年におよぶ修理事業を終えて、井川に帰って来た中野観音堂の仏像群が、１月６日のお籠り（中野観音堂のお祭り）

の日に特別公開されます。中野観音堂の名物である芋田楽も振舞われます。ぜひご参加ください。 

静岡市出身の染色家、芹沢銈介が収

集した縄文、弥生時代の土器や土偶

など約５０点を展示します。 


