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 久能山東照宮の本殿・石の間・拝 

殿が国宝に指定されることになりま 

した。建造物としては静岡県内で初 

めての国宝指定となります。 

 これは、国の文化政策全般につい 

て審議する「文化審議会」という機 

関が、文部科学大臣から久能山東照 

宮の国宝指定の適否について意見を 

求められ（これを「諮問」といいま 

す）、国宝にするだけの価値があると 

回答した（これを「答申」といいま 

す）ことによります。今後、文部科 

学大臣が国民の皆さんに正式に発表       久能山東照宮 本殿・石の間・拝殿 

（官報告示）することにより、晴れ                 （写真提供：久能山東照宮） 

て国宝に指定されることになります。 

 久能山東照宮は、もともと 13棟の社殿が国の重要文化財に指定されていました。今回、国宝になる

のは、社殿群の中核となる「本殿・石の間・拝殿」という建物１棟です。とても長い名称ですが、こ

の名称に久能山東照宮の文化財的な価値が隠されています。 

 久能山東照宮の本殿と拝殿は、石の間という一段下がった空間を挟んでひと続きの建物になってい

ます。これを「権現造り」といいます。一般的な社殿は、本殿と拝殿が別棟になっているのですが、

権現造りはそれらが一体となった複合型の社殿です。 

権現造りの「権現」とは東照大権現、つまり東照宮に祀られている徳川家康のことを意味していま

す。家康は、彼の遺言に基づいて久能山に葬られ、そこに家康を神として祀るための神社、東照宮が

建てられました。家康が死去した翌年、元和３年（1617）のことです。現在の本殿・石の間・拝殿は、

建築当初からほとんど建て替えられることなく今に残されています。 

家康を祀る神社としては、もうひとつ日光東照宮が有名です。こちらも元々の建物は久能山東照宮

とほぼ同時期に建てられたのですが、三代将軍 

家光の時代に大改修が行われました。つまり、 

今に残る権現造りを採用した東照宮建築とし 

ては、久能山東照宮が最も古い建造物というこ 

とになるのです。 

久能山東照宮は、創建当初の構造をよく残 

し、のちに全国に普及した東照宮建築の先駆け 

になった建造物で、江戸時代初期の質の高い建 

築技術や工芸技術を今に伝えているとして高 

く評価されました。 

 重要文化財に追加指定された神饌所（写真提供：久能山東照宮） 今回の指定は、文化財の保護に携わる我々に 

      久能山東照宮が国宝指定へ！―建造物として県内初― 
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とっても、とても嬉しい出来事です。静岡市内には豊かな自然と長い歴史によって培われた大変多く

の文化財があります。これを励みにして、今後も私たちの大切な文化財を受け継ぎ、また今の時代に

活かすための様々な活動に、市民の皆さんとともに取り組んでいきたいと考えています。 

 なお、久能山東照宮本殿・石の間・拝殿の下にある神饌所も、重要文化財に追加指定されます。神

饌所は神様にお供えする食べ物を用意する施設で、この建物も江戸時代の初期、正保４年(1647)に建

てられました。 

今回の指定により久能山東照宮社殿群の指定件数は、国宝１棟、重要文化財 13棟となります。 

 

久能山特集その１  そもそも、「国宝」ってなに？ 

文化財を守るための法律に「文化財保護法」があります。この法律の中に国宝の指定について次の

ように定められています。 

 「文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝

たるものを国宝に指定することができる（第 27条第２項）」 

 つまり、重要文化財に指定されたもののうち、きわめて優秀で特に価値の高いものが国宝として指

定されるのです。建造物や美術工芸品などの有形文化財にのみある制度で、静岡市内では、これまで

に刀剣２点と書跡１点の計３件が国宝に指定されていました。建造物としては久能山東照宮が初めて

となります。 

 ちなみに有形文化財以外では、史跡にも「国宝」に類する「特別史跡」の指定制度があります。市

内では「登呂遺跡」が特別史跡です。 

 

久能山特集その２  久能山東照宮のどこが国宝として評価されたの？ 

 「本殿・石の間・拝殿」の文化財的な価値として、次の２点があげられます。 

①久能山東照宮は、江戸幕府における造営組織の草創期において、その礎を築いた中井大和守正

清（なかいやまとのかみまさきよ）の代表的な遺構のひとつ。 

②江戸時代を通じて全国的に普及、発展を遂げた権現造社殿の先駆けとなった最古の東照宮建築。 

 ①の中井大和守正清（元和５年没）は家康に重用され、江戸幕府草創期の大工棟梁として江戸城な

ど重要な建造物の建設に携わりました。駿府城の造営も中井大和守正清の手によります。久能山東照

宮の「本殿・石の間・拝殿」は中井が最晩年に手掛けた建造物です。 

 いっぽう②については、寛永 13年(1636)建設の日光東照宮が禅宗様（唐様）建築であるのに対し、

久能山東照宮は和様建築です。和 

様とは日本古来の建築様式のこと 

で、例えば長押（なげし 柱を両 

面から挟み込む横材）を使ってい 

ることや、柱と柱の間に華やかな 

彫刻を施した蟇股（かえるまた  

装飾材で蛙の股に似ている）が設 

けられている所に特徴があります。 

久能山東照宮は、禅宗様の日光 

東照宮に比べるとシンプルな造り 

ではありますが、細部にわたって 

みられる整った意匠は、江戸時代 

草創期の質の高い技術を伝えてい 

拝殿の内部 （写真提供：久能山東照宮）          ます。 
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久能山特集その３  平成の大修理がきっかけになりました！ 

 今回の国宝指定のきっかけとなったのは、平成 14 年から 

平成 20年にかけて行われた久能山東照宮の大修理です。 

 久能山東照宮では、50年を目安に大規模な保存修理が行 

なわれてきたのですが、平成の大修理は昭和 30年代後半か 

ら 40年代にかけて実施された修理事業以来のものでした。 

対象になったのは「本殿・石の間・拝殿」のほか重要文 

化財に指定されている 13棟の建造物です。褪色、剥離して 

いた彩色の塗り直し、破損した錺（かざり）金具や木材の 

補修、廟所周辺の石垣、敷石などの組み直しなど、総額９ 

億円を要する大規模な事業でした。 

 この大修理にあわせて文化財的な価値を見極めるための 

作業も行われ、「本殿・石の間・拝殿」に創建当初の材料、 

また特徴的な構造も良好に残されていることがあらためて 

確認されました。 

 今、久能山東照宮を訪ねれば、鮮やかな色彩の蘇った社 

殿群をご覧いただけます。 

                               鮮やかな色彩が蘇った鼓楼 

 

久能山特集その４  久能山の文化財は、建造物だけではありません。 

 久能山東照宮の文化財は、建造物だけではありません。刀剣類や甲冑などの美術工芸品、徳川家康

関係の歴史資料群も国宝や重要文化財に指定されていますし、さらには久能山全体が史跡の指定を受

けています。 

東照宮が創建される以前、久能山には山城がありました。戦国時代、今川氏を破り、甲斐から駿河

へ侵攻してきた武田信玄が、要害の地である久能山に城を築いたのです。 

また、さらに時代をさかのぼると、ここには久能寺というお寺がありました。平安時代に創建され

たという久能寺は駿河を代表する名刹で、中世の紀行文『海道記』にも、僧坊が立ち並び、読経の声

が絶えなかったという当時の繁栄ぶりが記されています。栃沢（葵区）の出身で、京都東福寺を開山

した聖一国師（1202～1280）もこの 

寺で修行しました。 

久能寺から久能山城、そして東照 

宮へ。時代ごとに重要な施設のあっ 

た久能山は、その遺構も含めて貴重 

な文化財であるとして昭和 34年に 

国の史跡に指定されました。 

昨年８月 11日に発生した震度５ 

強の地震により、史跡内の石垣の一 

部に被害が出ました。現在、国庫補 

助事業として石垣の復旧作業が進め 

られています。場所は、久能山東照 

宮博物館下の参道沿いです。今年の 

12 月初旬には完成し、復旧した石垣 

がお披露目されると思います。        震災からの復旧作業が進む博物館下の石垣 
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 10 月９日（土）、伊豆屋伝八文化振興財団、静岡県教育委員会、静岡県文化財保存協会との共催で

シンポジウム「文化財を守る」を開催しました。 

当日はあいにくの雨模様でしたが、会場の井川生涯学習センター（葵区井川）には、市内外から約

120 名もの皆さんが詰めかけてくださいました。 

午前中は、井川中野観音堂仏像群（この通信の第１号でも紹介しました）の保存をテーマに、仏像

の修理を手掛ける吉備文化財修復所の牧野隆夫先生の講演、午後からは、普段は１月６日のお祭りの

ときにだけしか開帳しない中野観音堂本尊「千手観音立像」（県指定有形文化財）を特別に公開してい

ただきました。 

牧野先生は、中野観音堂仏像群の修復作業について解説したうえで、「文化財を守るためには、その

地域の歴史的・文化的な背景をも大切にしていくことが必要だ」と、文化財の保存に携わる者として 

  常日頃、感じている思いを語ってくださいました。 

また今回のシンポジウムでは、仏像だけでなく、 

井川神楽の上演や井川メンパの作業場の見学、井 

川の民俗文化財を紹介した写真パネルの展示など、 

井川地区の豊かな伝統文化の魅力にも触れること 

ができました。 

会場の準備から参加者の皆さんへのおもてなし 

まで、地元の皆さんの全面的な協力を得て、心温ま 

る催しにすることができたと思います。 

 

 

 

 

徳川家康が駿府に在城し、江戸との二元的な政治を展開していた大御所時代に、駿府の城下町

が整備されました。整然と区画された碁盤目状の町割りは、今の町並みの基盤となっています。 

「駿府九十六ヶ町」と称された城下町の町名は、「両替町」、「鋳物師町」、「寺町」など、かつ

ての各町の役割を物語る歴史遺産でもあります。昭和初期までは、ほとんどの町名が受け継がれ

ていましたが、戦後の都市整備事業などに伴って、多くの町名が失われました。そこで、江戸時

代の初め、政治、経済、文化の中心地であった駿府城下町の歴史を顕彰し、後世に伝えていく目

的で、平成５年度から「駿府九十六ヶ町」の町名石碑設置事業を実施しています。 

                     １年に１～２基のペースで設置しており、今年 

設置した「柚木町」を含めて、これまでに 26基 

の町名碑が完成しました。だいぶ数が増えてき 

たので、町を歩いていて見かけたことがあると 

いう人も多いのではないでしょうか。人が直立 

した姿を表現した統一デザインで、中央にそれ 

ぞれの町名が大きく刻まれています。また石碑 

の傍らに町名の由来と、江戸時代の区画を示し 

た副碑も設置しています。 

 町名碑を探しながら散策してみれば、今まで 

気づかなかった私たちの町の歴史や文化につい 

て、新たな発見があるかもしれません。設置場 

所については文化財課へお問い合わせください。 

シンポジウム「文化財を守る―井川の里に秘仏を訪ねて―」を開催しました。 

駿府九十六ヶ町の町名碑を設置しています。 
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石部は、静岡市の海岸部西はずれにある集落 

です。かつては地曳網漁やミカン栽培などが営 

まれ、男性の素潜り漁も盛んでした。石部のワ 

カメといえば、肉厚で味と香りも良く、広く知 

られていたそうです。 

石部のお盆は７月です。初盆の家では盆月に 

なるとそうそうに支度を始めますが、その他の 

家では 13日から 16日が盆の期間となります。 

 ７月 12日、先祖を迎える盆飾りの支度がは 

じまります。仏壇の前に盆棚を設け、その上に 

ホオズキやサトイモ、エダマメ、クリ、カキと 

いった実のなる物を吊るします。盆棚にはキュ      仏壇の前にホオズキなどを吊るす 

ウリとナスで作った牛馬を供えます。今ではス 

ーパーなどで売っている藁製の牛馬を買ってき 

て供える家も増えていますが、調査に協力して 

いただいた家では、自分の畑で採れたキュウリ 

とナスで作っていました。牛馬の眼にはアズキ、 

耳にはナンテンの葉を使います。 

 13日になると朝、迎え団子を作って供え、夕 

方には迎え火を焚きます。それから盆の期間中、 

14 日には昼ごろにオハギを、15 日はソーメン、 

16 日の朝にはカボチャを煮たものを供えるとい 

ったように、ご先祖さんに供える物は日ごとに 

決まっています。ご先祖さんだけでなく、ガキ 

ボトケといって身寄りのない霊を供養するため       ナスとキュウリで作った牛馬 

に、盆棚の下にも同じものを供えます。また 15 

日にはご先祖さんがお土産を買いに行くといい、 

牛馬の背中にお金を供えるという風習も伝えて 

います。 

 16日は送り盆です。朝、送り火を焚いた後、 

盆飾りをすべて片付け、海岸へ送りに行きます。 

かつては盆に飾ったすべてのものを海に流して 

いましたが、今では町内で一箇所にまとめて先 

祖を送り出し、処分するそうです。 

また、昔は７月７日の七夕飾りも盆中、軒先 

に立てておき、送り盆に一緒に海へ流していま 

した。七夕も先祖を供養する盆行事のひとつで           送り盆 

あったことをうかがわせる伝承です。 

 こうした盆の風習は、かつては市内各所でみられたもので、「そうそう！おらん家でもそんなことし

てたっけ」と思われる方も多いのではないでしょうか。ただし、今も昔ながらの行事を丁寧に続けて

いるという家は、だいぶ少なくなってしまいました。 

 

 「海の民俗誌」調査報告―石部の盆行事― 

 

 

 



 6 

 

 

 

建穂(たきょう)観音堂 不動明王立像 鎌倉時代 県指定文化財 

 建穂観音堂には前回紹介した平安時代の像の他に、もう一体の不

動明王が安置されています。一見同じような像ですが、よく見ると

いろいろな点で興味深い違いがあります。 

この像は、高さ 78.8cm。頭部と胴体は一つの材木で彫られていま

すが、干割れを防ぐために前後に割って(割矧ぎ)芯を取り除き(内刳

り)、両肩や両腕、両脚等を別の木材で彫り、さらに首の付け根でノ

ミを入れて割り離し頭部を挿し込み(割首)、眼は瞼の形に穴をあけ

て内側から水晶で作った眼球(玉眼)を嵌め込んでいます。姿勢は前

回紹介した平安時代の像とほぼ同じように立っていますが、この像

では羂索（けんさく）を持つ左臂（ひじ）を曲げて挙げています。

この像も怒った顔をしていますが、口は歯で下唇を噛み、体全体の

肉付きや衣の皺の彫り方も鋭く、よりリアルな表現となっています。

これらは鎌倉時代の有名な仏師運慶の作品にみられる特徴であり、

この像も運慶の流れを汲む慶派と呼ばれる仏師によって鎌倉時代に

作られたと考えられます。 

 静岡県内には東部を中心に韮山の願成就院の運慶作の仏像をはじめ、多くの慶派の手による仏像が

残されていますが、建穂観音堂にはこの像の他にも慶派によって造られた像として、この不動明王像

とよく似た作風でほぼ同じ大きさの毘沙門天立像や、如来坐像(平成 21年度静岡市指定文化財)、菩薩

立像があり、この点からも建穂寺が、古くからの有力な寺院であったことがうかがえます。 

※観音堂の見学について、連絡先は観音堂(葵区建穂)の入口に掲示してあります。 

(写真提供：吉備文化財修復所) 

 

 

 

野田平の送り神 

 ２月８日と 12月８日はコトヨウカ（事八日）と呼ばれ、悪神や厄神を追い払う日です。静岡市内の

各集落でも「送り神」と称する厄除け行事が行われていました。多くの地域ではすでに伝承が途絶え

ていますが、安倍川沿いの野田平で、今もこの送り神行事を続けています。 

 野田平では、コト八日ではなく 12 月 14 日が送り神の祭日です。12 月 15 日に秋葉山栄松院（清水

区）への代参講が行われており、それにあわせて祭 

日が改められたのではないかと考えられます。 

 市内の送り神の特徴は、手作りの神輿（みこし） 

を作り、その神輿にムラの災いを納めて村はずれま 

で送り出すというところにあります。野田平でもシ 

ュロ（棕櫚）の葉で屋根を被せた神輿を作り、その 

中に馬にまたがった藁の人形を納めます。 

12月 14日の夜、各戸の主人や子どもたちが、ハ 

ナイネを持って公民館に集まってきます。ハナイネ 

とは洗米を和紙で包んだもので、これで家族全員の 

身体をなでて災いを祓います。 

神輿を村はずれまで送りだす       各戸の主人や子どもたちが、持参したハナイネ

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！ 
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を神輿に納めると、ご立願（りつがん）と称して村内の神々を読み上げ、いよいよ送り神の行列が出

発です。神輿を先頭に太鼓のリズムに合わせて「送り神を送れよ、送れ送れ送れよ、今年の節季はど

うするだ、どうにかこうにか送らずよ」と叫びながら村内を一周します。昔は鉄砲で空砲を打ち鳴ら

し、邪気を祓うということもしていたそうです。 

村はずれにたどり着くと、そこに神輿を納め、各自一拝して公民館に戻ります。 

 今では、忘年会も兼ねており、夜遅くまで賑やかに過ごして町内の安泰を願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

講座「コメの民俗―稲作と人々の暮らし―」 

 

 

  日   時 平成２３年１月９日（日）、16日（日）、23日（日）、30日（日） 計４回 

     いずれも午後１時 30 分～ 

会   場 静岡市立登呂博物館 交流ホール 

対   象 どなたでも 80名（申し込み順） 

申込方法 平成 22年 12月 14日（火）～ 静岡市コールセンターへどうぞ 

      ℡０５４－２００－４８９４ 

  ＜講座メニューと講師＞  

第１回 「おコメと日本人」  中村羊一郎（静岡産業大学教授） 

第２回 「稲作と年中行事」  富山 昭 （常葉学園大学非常勤講師） 

駿府城豆知識  その２ 

城といえば石垣と天守を思い浮かべる人が多いと思います．                    
天守という言葉は、古い時代の文献では「天主」や「殿主」 

などと書かれていることもあります。 

最初に城に天主を建てた織田信長は、安土城の天主に住ん 

でいましたが、江戸時代になると各城主は、天守とは別に御 

殿を建てそこに住むため、天守は、外観だけのシンボル的な 

建物となっています。                   東海道図屏風（駿府部分） 静岡市蔵 

駿府城の天守は、1610（慶長 15）年に完成したとされていますが、1635（寛永 12）年の火災によ

って焼失し、以後再建されていません。指図等の詳細な資料は現在見つかっていないため不明なとこ

ろも多く議論を呼んでいます。 

駿府城天守に関する資料で、外観は、日光東照宮所蔵の「東照宮縁起絵巻」等の絵巻物や屏風絵等

が知られており、文献資料では「当代記」や「武徳編年集成」に各階の大きさや屋根の様子が簡単に

書かれています。 

これらの資料から推測すると、これまでは５重（層）７階と考えられてきましたが、最近６重（層）

７階との見解も示され、議論が分かれるところとなりました。 

※駿府城の天守は階層不一致といって外観の屋根の数（５重あるいは６重）と内部の階の数（７階）が違います。 

安土城は「天主」を使用しました。                           （つづく） 

 

 

イベント情報 

リニューアルオープンした登呂博物館で民俗学講座を開催します。登呂博物館と静岡県民俗学会の共催事業として実

施する「稲作文化」をキーワードにした基礎講座です。興味のある方は、下記により、ぜひお申し込みください。 
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第３回 「稲作と民具」    外立ますみ（静岡産業大学非常勤講師） 

               松田香代子（日本大学非常勤講師） 

第４回 「稲作の民話」    大嶋善孝  （静岡県立島田工業高校教諭）ほか 

       

文化財講演会「つなごう！山里の伝統文化－民俗文化財の保存と活用－」 
 

 

 

 

 

 

 

日  時：平成 22年 12月５日（日）午後１時 30分～ 

場 所：賤機都市山村交流センター「安倍ごころ」 

静岡市葵区牛妻 2352 

対 象：どなたでも 150名（無料） 

申込み：11月 11日（木）～ 市コールセンターへどうぞ！ 

                       ℡０５４－２００－４８９４ 申込順 

                                 

 講師 齊藤裕嗣（文化庁文化財部伝統文化課主任文化財調査官） 

     飯田辰彦（ノンフィクション作家） 

    ※講演会終了後、意見交換会も行う予定です。 

 

静岡市埋蔵文化財センター企画展「登呂遺跡周辺の遺跡展」 

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 22年 10月３日（日）～12月５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「徳川家光公と静岡」 

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 22年 10月９日（土）～11月 28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 

 

登呂遺跡周辺の遺跡から、登呂遺跡

の歴史的背景や時代の移り変わりを

探ります。 

 

静岡市内には神楽や盆踊りなど実に多様な民俗芸能、民俗行事が伝えられています。それらは私たちの生

活文化の歴史的な移り変わりを知る上でとても貴重な文化財です。しかし近年の過疎化や少子化などにより

後継者不足などの問題を抱え、伝承が危ぶまれている行事も少なくありません。 

この講演会では、全国の先進的な取り組みなどに学びながら、今後どうやって民俗文化財を受け継いでい

くか、市民の皆さんとともに考えます。 

 

静岡市文化財通信 ふちゅーるミニ 第４号  2010 年（平成 22 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/ 

静岡浅間神社の造営や駿府の繁栄

に力を注いだ三代将軍徳川家光の

功績を、ゆかりの品々や資料で紹

介します。 

11 月 13 日の 14 時からギャラリー

トークを開催！ 


