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平成 24年８月 28日付けで、「木造毘沙門天立像」、「木造文殊菩薩坐 

像」の２件を静岡市の有形文化財に、「瀬名幕ヶ谷のヤマモモ」を静岡 

市の天然記念物に指定しました。 

「木造毘沙門天立像」は、葵区南沼上にある大安寺（だいあんじ）に 

安置されています。大安寺は、寺伝によると、文禄２年（1593）に創建 

され、明暦２年（1656）に現在地に移されたということです。 

 毘沙門天像の中では比較的穏やかな表情をしており、細身にまとめた 

姿などから平安時代後期に中央（現在の近畿地方）仏師に連なる者の手 

によって制作されたものと考えられます。 

 「木造文殊菩薩坐像」は、清水区村松にある鉄舟寺に安置されていま 

す。鉄舟寺は、もともと久能山に建てられ、久能寺という名前の寺でし 

た。戦国時代に現在の位置に移され、明治時代までに無住（住職がいな 

いこと）になった寺を山岡鉄舟が復興し、名前も鉄舟寺に改めました。                                 

 この像も平安時代後期に制作されたと考えられます。着衣の表現の混   木造毘沙門天立像（大安寺） 

乱などに地方色がうかがわれる部分は興味深いところです。 

 「木造毘沙門天立像」、「木造文殊菩薩坐像」は、ともに静岡市の文化史上貴重なものであるととも

に、彫刻史上においても特に意義のある資料であるため、静岡市指定有形文化財に指定されました。 

 「瀬名幕ヶ谷のヤマモモ」は、静岡県内のヤマモモの中では最も大きいものになります。 

 幕ヶ谷という地名は、徳川家康がこの辺りで陣幕を張って鷹狩りをしたという伝説に由来するとい

われています。その頃にはすでにこのヤマモモがあったと伝えられています。 

 樹勢が旺盛で枝振りの良い風格のある巨木ということで、静岡市指定天然記念物に指定されました。 

 新しく指定された文化財も含め、今後も文化財の保護と活用に努めていきます。 

 今回の指定で静岡市指定の文化財は 134件になりました。              （花村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木造文殊菩薩坐像（鉄舟寺）                瀬名幕ヶ谷のヤマモモ 

 

静岡市文化財通信  ふちゅ～る         第 1２号 

                      2012 年 10 月 23 日発行 

ミニ 

   新指定文化財の紹介！ 

文化財ニュース 

 

 

  



 2 

 

 

 

 

８月末から９月初旬にかけて、富士山世

界文化遺産登録に向けた、ユネスコ（国連

教育科学文化機関）の諮問機関であるイコ

モス（国際記念物遺跡会議）の現地調査が

実施されました。はじめに、山梨県側から

北口本宮冨士浅間神社、山中湖、吉田口登

山道などを調査し、静岡県側は、９月２日

から白糸の滝、富士山本宮浅間大社、須山

口登山道などを経て、三保松原は最終日の

９月５日に調査が行われました。 

調査員は、長くハードな内容の現地調査

を精力的にこなし、三保松原においても、

保存管理についてさまざまな質問がありま 

した。県と市の担当者は、調査員の質問に対して真摯に説明し、理解を求めました。 

文化庁は、この調査終了時点を富士登山に例え、登録に向けて８合目まできたとの認識を示しまし

た。 

来年５月には今回のイコモスの調査結果がユネスコに勧告され、６月末までには、登録の可否が判

断されます。期待感を持って、朗報を待ちたいと思います。 

三保松原は、昔から多くの人々によって守られてきました。今後も富士山世界文化遺産構成資産登

録の可否に関わらず、大切に次世代へ継承すべき宝物です。                         （杉山） 

 

 

 

 

 ５月から始まった鷹ノ道遺跡第 14 次発掘調査で古墳時代の中期（おおむね５世紀代）の水田跡が見

つかりました。前回紹介した、古墳時代後期～中世と考えられる水田跡の耕作によって壊されている

部分が多いものの、大畦・小畦による区画や、土留めの杭列が複数確認できました。小畦による区画

は一辺 2～3mのものもあり、小さいのが特徴です。大畦の交点部分は水口が作られ土の流出を防ぐた

めか、棒状・板状木製品が埋め込まれていました。今回この水口部分から鉄鏃が出土しています（写

真）。鉄鏃そのものは古墳の調査で比較的多く出土する遺物で決して珍しいものではありませんが、木

質が残存していたことが特筆されます。木質は一端がソケット状に、もう一端は矢を挟み込むような

形状になっています。                               （鈴木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   発掘調査速報！―古墳時代中期の水田跡が発見されました― 

 

文化財ニュース 

 

    名勝三保松原で、イコモスの調査が実施されました！ 
文化財ニュース 

 

 

  

 

この部分に  これが埋まっていました。 
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＜コラム１＞ 三保松原図の一例をめぐって 

 
富士山に初冠雪がありました。和歌の世界では、詠まれたことばと枕詞が直結した連想を喚起するように、

名だたる景勝地を描いた絵画の世界にも、一体不可分の構成要素が看て取れます。例えば、富士が描かれた

絵画では、常に富士は画面の最上位に、下方には三保松原を配し、その間には駿河湾（田子の浦）を、更に

上方の富士山側に清見寺が置かれます。伝雪舟の「富士三保清見寺図」には、富士、清見寺、清見潟、三保

松原の各要素が備わっているのです。また、数多くの「富士三保松原図」は、日本人の心が安らぐような原

風景を代表する構図ですが、円山応挙の「富士三保松原図屏風」をはじめとして、近代の横山大観や下村観

山に至るまで同じ画題と構図で描き続けられてきました。中に清見寺や清見潟を欠く作品はあっても、駿河

湾を挟んだ富士と三保松原の一方を欠いた絵画は皆無で、唯一無二の富士と松の緑の永遠性を象徴する二つ

の要素は堅く結びついているのです。 

九州国立博物館が所蔵する「南蛮船駿河湾来航図屏風」と名付けられた、六曲一双の屏風があります。右

隻と左隻の下方には松原が横たわり、松林には南蛮人と日本人が描かれ、右隻中方の海を介して上方中央に

は教会が位置しています。この教会とその前面の商店が並ぶ街道にも南蛮人と日本人が描き込まれています。

塩田で作業する人も見えます。左隻の左には南蛮船が大きく描かれ、この船に向かう南蛮人が乗船した和船

と日本人の漁師の和船が描かれています。九州国立博物館の解説によれば、描かれた場所が三保の松原・清

見寺・清見が関を示す駿河湾と特定でき、年代も慶長 12年(1607)の出来事を絵画化されたと考えられる類稀

な作品とされています。 

この慶長 12 年の出来事とは、慶長度朝鮮通信使副使の慶暹（けいせん）が著した『海槎録（かいさろく）』

という日記の万暦 35年６月 19 日に書きとめられた南蛮船の記事のことです。この日、徳川家康は御座船５

艘を清見潟に出して通信使を歓待するのですが、一行は海上で極めて宏壮な南蛮船一艘に遭遇します。尖っ

た船首に黄金の獅子とその下に龍頭を刻み、船中は二層で、船尾は二層楼からなっていたようで、船底には

石灰を塗っているとあり、かなり接近して観察していたようです。長さ 300余尺（100ｍ）広さ 70余尺（24

ｍ）とあって、詳細な記載から、駿河湾の奥深くに大型の黒船が航行していたことは確かでしょう。さらに、

慶長 18年(1614)に全国を震撼させたキリシタン禁令発布の以前には、まだ駿河に南蛮人が往来する余地はあ

ったのかも知れません。 

そこで、この屏風の絵画的な側面に目を向けてみましょう。その基本的な構図は、例えば静岡県立美術館

が所蔵する「富士三保松原図屏風」に類似していて、右隻に描かれる木橋の位置や松原の対岸にある清見寺

と思われる中央の建物の位置もほとんど一致しますし、構図上の配置は異なっているものの塩田作業も両者

ともに描かれています。九州国立博物館蔵の方は、ある三保松原の図を下敷きにしていたのかも知れません。

しかし、この中央の建物が清見寺とすれば清見関の関所の場所は大きく西に振れていて、「南蛮船駿河湾来航

図屏風」は実景図とはいえないでしょうし、何よりもまずこの屏風には富士が見えないのです。三保松原と

不可分の富士を欠いているのであり、前に触れたように、この点からこの絵は駿河湾を描いたものではない

と断言できるでしょう。そうなれば慶長 12年の出来事を描いているとは言えず、もはや「駿河湾来航図」と

呼ぶことはできないでありましょう。 

９月５日に、富士山世界文化遺産の登録を目指したイコモス（国際記念物遺跡会議）の調査員による現地

調査が、三保松原で行われました。富士山が世界文化遺産に登録されることになれば、世界各国から多くの

人々が名勝三保松原を来訪します。千年の間、絵画や文学の世界を通じて、あるいは日本平からの遠望も加

えて、三保の海と砂浜そして松原と富士山とのコントラストに感嘆の声を聞いてきた私たちは、松原を守っ

ていきながら、同様な声を度々耳にする歓びを、これからも経験するに違いありません。    （渡辺） 
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８月 12 日に静岡市民文化会館で開催された伝統

文化寺子屋で、神楽の体験教室が行われました。 

伝統文化寺子屋は、茶道や伝統芸能など日本の伝

統文化の魅力を子どもたちに伝えようと、静岡市文

化振興財団が毎年夏休みに開催しているものです。

神楽を取り上げるのは、今年が初めてで、普段から

地元の小中学生に神楽を指導している梅ヶ島新田神

楽保存会の皆さんが講師を務めました。 

市内各地から参加した約 100 人の親子が、「神楽

笛」「太鼓」「舞」を順に体験しました。時間に制約

があり、どれもさわりだけの体験となりましたが、 

参加者も保存会の皆さんも、神楽を通じて互いの交流を楽しんでいました。 

来年３月には、地元のお祭りで神楽が奉納されます。文化財課で見学ツアーを企画する予定ですの

で、ぜひご参加ください。詳細は次号の通信（平成 25年１月末発行予定）でお知らせします。 （多々良） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   伝統文化寺子屋で、神楽の体験教室を開催！ 

 

文化財ニュース 

 

＜コラム２＞ 民俗芸能「伝えること」と「受け継ぐこと」 

～清沢神楽の練習現場から～ 

涼しくなった秋の夜、静岡市街地から車で 30 分の葵区清沢地区にある生涯学習交流館から神楽囃子がこぼ

れ聞こえてくる。間近に迫った秋のお祭りに向け、地元、清沢小学校の５、６年生が、週に一度、地元の伝統

芸能である「清澤の神楽」を練習している。講師は、清沢神楽保存会の会員のみなさん。地元の先代より引き

継いだ舞（踊り）、笛、太鼓を教えている。神楽は、祭りの場に神を招き、舞を披露することで邪気を祓う、

あるいはその年の豊穣を感謝する伝統芸能であり、静岡市内では、中山間地を中心に伝承されている。現在も、

地元に伝わる神楽を後世へ伝承していくための活動が各地域で行われているが、住民の高齢化などに伴い、後

継者不足が問題となっている。このようななか、この清沢地区では、小学校での授業の一環として「ふるさと

体験クラブ」をスタートし、神楽の伝承活動を行っている。 

神楽は、楽譜や教本が無いため、その技術は、「人」から「人」へ直接伝えていかなくてはならない。舞筋

も、笛の音も、太鼓の拍子も、すべて、見て、聞いて覚える。昔からそのように継承されてきた。清沢神楽保

存会の元会長 勝山英二郎さんは、「神楽の技は、人から盗んで磨いていくもの。」と児童らに教える。それだ

けに、教える方は児童に合わせ教え方を変え、習う方も大人の所作を見逃すまいと必死である。今年の秋のお

祭りでは、きっと見事な神楽を披露してくれることだろう。 

神楽を習った小学生は、中学へ進学すると、勉強や部活

動に追われ神楽の練習を続けることが難しくなると聞く。

また、将来、地元に残る子もいれば、地元を去ってしまう

子もいるだろう。それでも、秋が近付けば、どこからとな

く神楽の笛や太鼓の囃子が聞こえ、覗けば子どもたちが大

人たちから神楽を習っている光景が、この地域に残り続け

ることを願いたい。             （梶山） 
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昨年度から文化財課の中に設置された「資 

料調査室」では、計画中の「歴史文化施設」建 

設準備のため、市内の寺社をはじめとした資料 

所蔵者の方を訪問し、歴史資料調査・歴史情 

報などの聞き取りをさせていただいています。 

まだまだ市内全域を網羅するところまでは行き 

ませんが、今回はその一部を紹介させていた 

だきます。 

今回紹介する資料は、静岡市街地で江戸時 

代から代々商いをしてきた武田家に伝わる資料 

です【写真１】。文字の書かれた大きな円の中に 

ある小さな円は、中央で留められ回転するよう 

に作られています。小学生の頃、掃除当番の分 

担を把握する際などにこうした当番表を使った         【写真１】年行事当番早見（武田家文書） 

方も多いのではないでしょうか。 

この資料もまさに当番表なのです。「年行事 

当番早見」と呼ばれ、駿府の町の代表である年 

行事当番を務める町々と、その期間・時期を把 

握するための当番表として使用されていました。 

この資料は、袋書に「弘化二年求之」と書かれて 

おり、弘化 2年（1845）頃つまり今から約 160年 

前から使用されていたことがわかります。そもそ 

も年行事は町の自治を担い、町全体に関わる文 

書の管理や町奉行所からの命令の伝達といった 

仕事をしていました。今で言う連合町内会のよう 

な役割ともいえます。 

年行事当番のシステムは 3～6 町ごと一組となり、一組がその町の規模によって 30 日・60 日・90 日単位で

当番を受け持つというものでした。町の中には、家康の在城時に何かしらの恩義を賜ったという理由や、弥勒

町と札之辻の高札（法令を周知させるための掲示板）の修理などを代表して担当するからという理由で年行事

当番を免除される場合もあり、合計 34の町々が年行事役を勤めなくていいことになっていました。つまり、実際

には年行事役を免除された町々を差し引いた合計 62 ヵ町が、年行事当番を務めていたことになります。資料

の左下には「一周四十三ヶ月」と書かれており、この表が一周するのに 43ヶ月（約３年半）もかかることがわかり

ます。62 ヵ町で分担するため、一度年行事を務めると、その後 3年半は当番が回ってこないのです。これでは

当番を忘れてしまいそうですが、こうしたことがないよう、江戸時代の駿府町人も現代の私たちと同じような工

夫で、当番の順番や期間を把握していたようです。 

  さて、お気づきの方もいるかもしれませんが、この「年行事当番早見」は『静岡市史 近世』（静岡市、1979）

で既に紹介されています。今回は過去に調査を行いながらも、年月が経つにつれて忘れられていた資料が再

発見された事例として紹介させていただきました。１年半に及ぶ資料調査室の調査を通して、過去に調査をし

た資料所蔵者の方が、転居などにより所在がわからなくなっているケースが数多くみられます。静岡市街地は

昭和 15 年（1940）の静岡大火や戦災によって多くの資料を失っていますが、それでも戦後の市史・県史の編

さんの段階では数多くの資料が確認されています。今後新しい資料の発見にも期待したいと思いますが、こう

した過去の調査の成果を無駄にしないよう、資料所在の再確認調査を継続していきたいと思います。 

（増田亜） 

    歴史資料調査報告―駿府町人シリーズ① 町の当番表― 
文化財ニュース 
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義元誕生 

今川義元は、七代目氏親とその正室寿桂尼の５男として永正 16年(1519)年に生まれました。これは

永禄３年(1560)に、桶狭間で命を落としたときの年齢が 42歳であることから逆算したものです。幼名

を芳菊丸（ほうぎくまる）といいます。 

義元には、６人の男の兄弟がいたようです。長男は、八代目氏輝、次男は彦五郎、３男は、花蔵の

乱で義元と家督を争った玄広恵探（げんこうえたん）、４男は、京都の泉涌寺や奈良の唐招提寺で住持

となった象耳泉奨（しょうにせんしょう）、そして５男が義元、６男は、尾張国那古野今川氏へ養子に

入った氏豊です。このうち、長男の氏輝と次男彦五郎、５男義元が正室である寿桂尼の子、３男玄広

恵探は、氏親の側室、福島氏の娘の子でした。４男と６男の母親はわかっていません。 

このように義元は、正室の子ではありましたが、世継ぎ候補としての長男、次男がいたために、幼

くして善得寺に入ります。善得寺は、現在の富士市今泉にあった大寺院で、東国の情報を集める拠点

として、また軍事施設としても重要視されていたお寺です。 

今は廃寺となった善得寺跡をたずねると、その一角に公園が整備されています。住宅街の片隅にあ

る静かな公園で、園内には、この地で今川義元、武田信玄、北条氏康が三国同盟を結んだという逸話

にちなんだ庭もあります。 

さて、善得寺に入寺した義元は、そこで雪斎と出会います。今川氏親が、京都で修行していた雪斎

を義元の養育係として帰国させたのです（雪斎の出自などについては、あらためて紹介します）。のち

に義元の参謀として活躍する雪斎は、善得寺で義元を指南した後、享禄四年（1531）頃から義元を連

れだって京都へ行き、ともに３年ほど修行をしています。義元は、栴岳承芳（せんがくしょうほう）

という名を授かり、その才能を高く評価されて京都の公家や文化人との交流を深めました。 

京都で静かな修行生活を送っていた義元でしたが、駿河と甲斐の関係が悪化したことにより、兄氏

輝の求めに応じて帰国します。そして、氏輝と彦五郎の死、花蔵の乱（「通信第９号参照）を経て、今

川氏九代目当主として動乱の戦国を生きていくことになるのです。 

仏道に仕えていた時代、義元が駿府の拠点としていた寺院に、善得院があります。善得院は、義元

の祖母北川殿の旧宅に建てられた寺院で、のちに氏輝の菩提寺として臨濟寺と改名しました。 

臨濟寺の現在の建物は、江戸時代以降に再建されたものですが、本堂が国の重要文化財に、庭園が

国の名勝に指定されています。その他、今川家の墓所、義元と雪斎の木像、雪斎画像、古文書類など

今川氏ゆかりの文化財も大変多く残されています。 

修行寺ですので、普段は拝観することができません。しかし、義元の命日である５月 19日には、毎

年、特別公開をしています。普段も本堂の手前までは入ることが許されていますので、マナーを守り

つつ、ぜひ訪ねてみてください。小京都とも称された、かつての駿府の面影を残す名刹です。（多々良） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       善得寺公園（富士市今泉）           臨濟寺（葵区大岩） 

   今川氏ゆかりの地をたずねて その１０ 

静岡の魅力発見！ 
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二ノ丸西側にある清水御門は堀を渡り、門の中に入ると左に折れる桝形となっています。清水御門

の北側には清水櫓（二重三階、１階平面６間四方）が存在していますが、この清水櫓は、縄張りの４

隅に建っている隅櫓でなく、二ノ丸西辺中央やや北側の清水御門の脇に建っています。清水御門桝形

の石垣上には多門櫓が廻り、清水櫓に接続しています。 

現在確認されている資料では、『駿府御城内外覚書』の冒頭部分で建物の規模等をまとめて記載した

個所に「清水二階御多門 弐拾七間ニ 三間」の記載があり、絵図面部分には建物内に２階へ昇る階段が描

かれています。 

また、市内個人蔵の幕末頃に書かれたと思われる扇面文書には、「同折廻り二階御多門」と書かれて

おり、さらに『普請記録』（個人蔵）には、「桁行二十四間四尺五寸 清水折廻二階付御多門」と記さ

れるなど二階多門櫓を示す好資料が複数存在しています。 

このことから、この多門櫓は二階多門櫓という２階建ての櫓であったことがわかります。 

二階多門櫓は、全国的にも数が尐なく珍しい建物です。前回の豆知識で紹介した清水御門前の跳ね

橋と合わせて西側の守りを固めるために造られたと考えられます。 ＜つづく＞    （山本） 

  

『駿府御城内外覚書』清水御門、清水櫓部分        現在の清水御門 

 

 

 

 

建穂観音堂 伝阿弥陀如来坐像 鎌倉時代 静岡市指定文化財 

 本像は建穂の観音堂に安置されている如来像です。服装は衲衣 

(のうえ)と呼ばれる布を左肩から右脇へと掛け、頭部は巻貝状の 

頭髪(螺髪)を植え付け、両手は臂を曲げて親指と中指を胸の前で 

捻じる「説法印」を結び、左脚を外側にして両脚を組み(結跏趺 

坐)、左足は衣の中に被われています。阿弥陀如来として伝えら 

れていますが、足の組み方が一般に見られる阿弥陀如来とは逆で 

あるため、釈迦如来ではないかという意見もあります。 

像は高さ約 60㎝で、構造はヒノキ材を像の耳の後ろを通る線 

で前後にはぎ合わせて(寄木造)彫り、像内部を刳りぬいて(内刳)、 

さらに首の部分で頭部を割り離し(割首)、内側から水晶の眼球(玉 

眼)をはめ込んでいます。両肩から先と両脚部分は別に一材で彫 

ってはぎ付け、さらに両手や両足先等の細かな部分も別材で造ら 

れています。 

静岡市の仏像 
静岡の魅力発見！ 

 

駿府城豆知識 その 10 
静岡の魅力発見！ 

２階へ昇る階段 

清水御門 多門櫓 
清水櫓 
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この像の伝来は不明ですが、リアルに複雑に乱れる衣文(衣の皺)や目じりの切れあがった明快な表

情など、文化財通信第４号で紹介した不動明王立像制作と年代や作風など共通する点も多く、制作は

鎌倉時代 13世紀前半で運慶の次世代の慶派と呼ばれる仏師の作と考えられ、建穂寺が京都の仏師に造

像を依頼できる有力な寺院であったことがうかがえます。 

この像は傷みがひどく危険な状態であったため、今年５月から埼玉県の吉備文化財修復所で修理が

行われています。来年の春には見事に甦った姿を見ることができるでしょう。      （横田） 

 

 

 

 

 

歴史の道ウォーク「東海道宇津ノ谷峠を歩く」～岡部宿から宇津ノ谷へ～ 

 

 

 

 

 

開 催 日：平成 24年 11月 11 日（日） 雤天中止 

集  合：岡部宿 柏屋（藤枝市岡部町岡部） 

受付時間：午前９時～午前 10 時 

対  象：どなたでも 100人（小学生以下は保護者同伴） 

参 加 費：300円（資料代・保険料） 

申 込 み：10月 30日（火）から静岡市コールセンター 

（℡054-200-4894）へどうぞ（申込順） 

 ※岡部宿側に臨時駐車場が設けられ、宇津ノ谷からは、岡部宿 

  行きのシャトルバスもでます。                   宇津ノ谷峠にある地蔵堂跡 

静岡市文化財資料館企画展「朝鮮通信使～駿府における家康の平和外交～」 

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 24年 10月 13日（土）～11月 25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 

 

県指定無形民俗文化財 「清沢の神楽」 

場 所：久能尾公民館（葵区黒俣） 

 実施日：平成 24年 10月 27日（土）午後６時 30 分から 

 ※久能尾では久々の神楽奉納です。ぜひお出かけください！ 

 

  

祭り・イベント情報 

静岡市文化財通信 ふちゅーるミニ 第１２号  201２年（平成 2４年）１０月２３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/ 

 毎年恒例となった宇津ノ谷ウォーク。今年は藤枝市と共催で開催することになりました。 

 岡部宿（藤枝市）を出発し、旧東海道を宇津ノ谷集落（静岡市駿河区）まで散策します。スタンプラリー

もあり、ゴール地点の宇津ノ谷朝市会場では、とろろ汁と景品をプレゼント。ぜひ、ご参加ください！ 

 なお、岡部宿では街道文化まつり、宇津ノ谷では味覚祭りも同時開催しています。 

 

 


