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 静岡市には、私たちのまちの歴史を総合的に学ぶことのできる施設がありません。 

私たちのまちは、登呂遺跡や賤機山古墳に象徴される原始の時代にはじまり、我が国の歴史的な展

開に大きな影響力を持っていた今川、徳川の時代、そして先人から培われてきた知恵や技術に西洋の

文化を取り入れて新たな時代を切り開いていった文明開化の時代と、誇りを持って語り継ぐことので

きる歴史にあふれています。しかし、それらの資料を収集・保存し、広く情報発信していく施設がな

いのです。 

 そこで文化財課では、現在、歴史文化施設の建設に向けて基本構想の策定に取り組んでいます。 

歴史文化施設、いわゆる博物館というと、どうしても古いものをただ並べて見せるだけというイメ

ージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。もちろん、希少な歴史資料を集めて、それらを展示

するというのも博物館の大切な役割のひとつです。現に、これまで歴史資料を保存するための十分な

施設がなかったために、貴重な資料が散逸したり、市外へ流出してしまうこともありました。 

 しかし、博物館の果たす役割はそれだけではありません。郷土に関する幅広い情報を収集し研究す

ることで、まちの新たな魅力を掘り起こすこともできます。新たな魅力を発見できれば、ただそれを

冊子や展示で紹介するだけでなく、館から地域へ飛び出して、その成果を市民の皆さんと一緒になっ

て町づくりに活かしていくこともできるでしょう。さらに、そのような活動を通して蓄積された情報

を求めて世代や地域を超えた多彩な人々が集うことで、博物館を拠点とした新たなコミュニティーが

生まれ、そこから静岡市を元気にする活力を発信していくこともできるはずです。博物館は、そこに

集う市民の郷土を思う情熱次第で、いろいろな機能を発揮することができる施設といえます。 

 基本構想の策定にあたっては、歴史学や博物館学、生涯学習など各分野の学識経験者と公募で選ば

れた市民の代表者で構成される委員会を組織し、専門的な立場からの意見をうかがっています。 

また、より多くの皆さんの意見を取り入れるため、パブリックコメントや市民公開講座も実施しま

した。そのうち市民公開講座は、分権・広域行政課と連携し、「どんな歴史博物館が好きですか」とい

うテーマで１月 27日、１月 28 日、２月２日の３回開催しました。ワークショップの手法を使って、

参加者の率直な意見をうかがうもので、３回の講座に 43名の皆さんが集まってくれました。 

 市民の皆さんの意見も参考にしながら、今年度末までに基本構想を完成させる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

歴史文化施設基本構想検討委員会                  市民公開講座 

    みんなに親しまれる「歴史文化施設」を目指して！ 
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                       何代も続く旧家にお住まいの方は、江戸時代以

前に書かれた古い文書を目にしたことがないで

しょうか？ 

「母屋や蔵の建て替えで、仕舞い込んであった

古文書が見つかったけれど、くずれた文字でご

ちゃごちゃ書いてあって意味がわからないし、

今の生活には必要ないから・・・。」というわけ

で処分を検討していたり、あるいは、すでに処

分してしまったお宅もあるのではないかと思い

ます。 

しかし、それらの資料は、その地域に生きてき 

古文書調査による整理状況       た人々の生活のありようを知るうえで大変貴重

な歴史資料でもあるのです。 

文化財課では、市内の古文書の残存状況を把

握し、散逸を防ぐ目的で、昭和 63年から古文書

の目録作成事業を進めています。これまでに町

内会等で保管しているものや個人所有のものな

ど 47件の調査を終えました。古文書総数にして、

実に２万３千点に及びます。 

                                                調査は、静岡大学人文学部の日本史学研究室と

連携し、学生さんたちの力を借りて実施していま

す。まず、これまでに得た情報をもとに作成した

所蔵者リストの中から予備調査をし、資料点数を 

静岡大学の古文書展の様子        概ね把握したうえで、散逸の危険性などにも配慮

しながら、その年の調査地を選びます。 

 調査地を選択すると、８月～９月頃、所蔵者から古文書をお借りして、３日間程度の集中調査を行

います。保存状態に注意しながら、それぞれの文書の概略をつかみ、１点 1 点、専用の封筒へ入れて

いきます。封筒へは表題・年月日・差出、宛先、形状、簡単な内容などの必要事頄を記し、同じ頄目

を調査カードにも写します。 

 ここまでを集中調査で完了させれば、あとは調査カードをもとに目録の作成です。年度末に完成し

た目録は所蔵者と文化財課で共有し、いつの時代のどんな内容の古文書が何点あるのか、古文書の内

容や価値など、お互いに把握することで散逸を防ぐのです。 

 また、静岡大学日本史学研究室では、調査した古文書を使って毎年 11月の大学祭期間中に古文書展

を開催しています。今年度は「駿河国門屋村の様相―安倍川普請を中心に―」というテーマで展示会

が開かれました。展示会場に出向くと学生さんが案内役になって丁寧に展示内容や研究成果を説明し

てくれます。 

 実際の文書資料を使って共通のテーマで研究を進め、その成果を形にすることで、史料を読み解く

力を伸ばし、さらには、これからの歴史研究や文化財保護活動を担う人材の育成にも繋がってくれれ

ばと考えています。 

 まだまだ、我々が把握できていない古文書もあると思います。江戸時代以前の古文書を対象として

いますが、それ以降のものでも構いません。情報をお持ちの方は、ぜひ文化財課までお知らせくださ

い。 

 

    静岡大学と連携して、古文書調査を実施しています。 
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 平成 22年 12月５日（土）、葵区牛妻の賤機都市山村交流センター「安倍ごころ」を会場に、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―」を開催しました。 

 文化財課では、民俗芸能体験教室「有東木の盆踊りを踊ってみよう！」など山村の伝統文化を次世

代へ受け継ぐための新たな試みに挑戦しているところです。今回の講演会は、今後の活性化策につい

て、市民の皆さんとともに学び考える場として企画しました。 

 当日は、伝統文化に関心を持つ市民や民俗文化財の保存団体、山間地振興に携わる方々など、100

名ほどの皆さんにお集まりいただきました。 

 講師には、文化庁文化財部伝統文化課主任調査官の齊藤裕嗣氏、ノンフィクション作家の飯田辰彦

氏をお招きしました。 

 御二人とも長年、全国各地の民俗芸能や伝統文化を見つめ続けてきた方です。各地の具体的な取り

組み事例を交えながら、民俗文化財の保存や活用策について、それぞれの立場から大変参考になるお

話しをしてくださいました。 

 なかでも、井川や梅ヶ島などを取材している飯 

田さんの「地域を興す必要はなく、伝統を残すだ 

けで、十分に人を引きつける魅力がある」という 

力強い言葉は、日頃、民俗文化財の継承に努めて 

いる皆さんの大きな励みになったと思います。 

 市内にも、先人たちから受け継がれてきた豊か 

な伝統が、まだまだ残されています。今後も、伝 

承者の方々の意見に耳を傾けながら、次世代へつ 

ないでいくための実践的な活動に取り組んでいき 

たいと思います。 

 

 

 

 

 平成 22年 12月 24日付けで久能山東照宮本殿、石の間、拝殿が、国宝に指定されました。建造物と

して県内初の国宝指定ということもあり、久能山東照宮を訪れる参拝客も倍増しています。 

１月 15日には、講師に放送大学静岡学習センター所長の本多隆成先生をお招きして、国宝指定記念

講演会「大御所家康と久能山」を開催しました。 

本多先生は、『定本 徳川家康』（吉川弘文館）という最新の家康伝を刊行されたばかりで、長年 

の家康研究の成果をもとに、大御所時代の家康の 

諸政策や家康が久能山へ祀られることとなった経 

緯など、スライド映像を交えながら、大変わかり 

やすく解説してくださいました。 

 今回、大御所家康と久能山との関わりについて 

理解を深めることができましたので、次回は、い 

よいよ久能山東照宮の建造物群にスポットを当て 

たシンポジウムを開催する予定です。 

 詳しくは、次号の文化財通信やホームページ等 

でお知らせしますので、ぜひご参加ください。 

 

文化財講演会「つなごう！山里の伝統文化」 

 

    久能山東照宮国宝指定記念講演会「大御所家康と久能山」 
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 静岡市の所蔵品に「東海道図

屏風」というものがあります。六

曲一双（ろっきょくいっそう※

１）の画面全体を使って東海道五

十三次の各宿場が描かれ、金箔や

金泥なども多用された華やかな

作品です。静岡市の名誉市民であ

るＥ．Ｍ．マッケンジー氏から昭

和 47年に寄贈を受け、平成 16年

には新静岡市第１号の指定文化

財になりました（※２）。 

描かれている風景などから 17 

世紀後半に描かれた作品であると 

推定されています。美術品として

の評価はもちろんのこと、そのきめ細かな描写から、江戸時代前期の東海道の様子を探ることができ

る貴重な資料として注目されてきました。 

 また、この作品は朝鮮通信使一向、大名行列、それを見物する町衆や宿場を行き交う旅人、なかに

は取っ組み合いの喧嘩をする女衆など、じっくり目を凝らせば当時のいろんな階層の人々がいきいき

とした姿で描かれており、風俗画としても非常に魅力的な作品です。 

 そこで、この特集では「東海道図屏風」に描かれた人々や風景にスポットをあて、そこから読み解

くことができる江戸時代の町の様子や人々の生活のありようを紹介していきたいと思います。 

 まずは、平成 22年に国の史跡に指定された宇津ノ谷峠（駿河区宇津ノ谷）の様子から。 

 

 ここでは、峠の地蔵を祀っていると思われる祠の前でお祈りをしている旅人や、宇津ノ谷集落の茶

屋で一服する人が描かれています。当時、東海道を旅する者は、東から箱根峠、薩埵峠、宇津ノ谷峠、

小夜の中山、鈴鹿峠と、いくつかの険しい峠を越えなければなりませんでした。標高のあまり高くな

い宇津ノ谷峠は、箱根峠などと比べれば越えやすい山だったと思われます。しかし、そうはいっても

長旅でつかれた身体にはこたえたでしょうし、薄暗い峠を越えるのは不安なことでもあったでしょう。

峠の頂きにはお地蔵さんが祀られ、旅人の信仰を集めていました。 

最近の発掘調査で地蔵堂跡の下から大規模な石垣が発見されました（静岡市文化財通信第２号参照）。

しかし、これは江戸時代の後期に積まれたもので、「東海道図屏風」の時代には小さな祠があるだけだ

ったようです。それを裏付ける遺構も発掘調査で確認されています。 

茶屋の軒先には十団子が吊るされています。十団子は、お地蔵さんが峠に現れる鬼を十個の粒にし

て退治したという伝説にちなんだ宇津ノ谷の名物です。今も厄除けの縁起物として８月 23、24日のお

地蔵さんの縁日に慶龍寺（宇津ノ谷）で売られています。ただし、戦国時代の記録（『宗長日記』）に

よると、もともとは十粒の小さな団子を女性が杒ですくって旅人に食べさせていたようです。「東海道

図屏風」に描かれた十団子は、数珠状に連ねた状態で軒先に吊るされているので、江戸時代の早い時

期には、すでに峠を行き交う人々のお守りとして売られていたのではないかと考えられます。 

※１ 六つに折れる屏風が二つで一組の作品となっている。 

※２ その後、平成 20年に静岡県の有形文化財に指定されたため、市指定文化財からは解除しました。 

参考文献：日比野秀男「東海道図屏風と朝鮮通信使」『常葉学園大学造形学部研究紀要第３号』2004 

 『描かれた東海道』静岡県立美術館 2001 

 

   「東海道図屏風」に描かれた人々① ～峠を越える～ 
静岡の魅力発見！ 
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一乗寺 宝冠阿弥陀如来坐像 鎌倉時代 静岡県指定文化財 

この像は現在清水区庵原の一乗寺(曹洞宗)に安置されていま 

すが、像の内側の銘文から最初は久能寺(現在の鉄舟寺)に安置 

されていました。また久能寺の歴史を記した『久能寺縁起』の 

記述から、作られたのは鎌倉時代の前半頃と考えられています。 

高さ約 65ｃｍの木造の坐像で、構造は体部を前後二材、頭部 

は左右二材を矧ぎ合わせ、頭部を首から挿し込んでいます。常 

行三昧(1)を行う常行堂の本尊である宝冠阿弥陀如来と呼ばれる 

像で、両手の親指と人差し指を合わせて腹前に置く「定印」を 

結ぶ阿弥陀如来ですが、通肩といって衣を両肩に懸け、頭部に 

は宝冠を被るための台(天冠台)をつけ、頭髪は巻貝状の螺髪で 

はなく髻(もとどり)を結いあげる等、一般にみられる阿弥陀如 

来とは異なった姿をしています。 

作風は切れ長の目や、流れるように表される腕や膝の衣文(衣 

の皺)等に鎌倉時代の特色もみられますが、他の鎌倉時代の像に 

比べ像全体の印象は穏やかで、平安時代後期の特色を残しており、作者は運慶・快慶に代表される「慶

派仏師」ではなく、同じ時代に京都を中心に活動し、平安時代後期の作風を受け継いた「院派」や「円

派」と呼ばれる仏師と考えられています。 

(1)常行三昧 天台宗の修行の一つ。堂に籠って 90 日間不眠不休で念仏を唱えながら、本尊の廻り

を歩き続ける大変厳しい修行で、現在も比叡山等で行われています。 

〈拝観等のお問合わせ：一乗寺(清水区庵原) 054－366－0182〉 

 

 

 

 

  節分のオニオドシ 

節分の夜は、鬼を払うために豆撒きをします。最近では 

恵方巻きと称して太巻き寿司をその年の恵方に向かって食 

するという関西方面の風習がブームになったりもしました。 

年中行事には地域ごとに特色をもった習わしがあって、 

静岡市内でもオニオドシやヤイカガシといった節分の行事 

が伝えられてきました。 

オニオドシは、竹竿の先へ目籠やヒイラギなどをつけて、 

軒先高くに掲げるという風習です。鬼を払うためのもので、 

かつては市内全域で盛んに行われていました。江戸時代後 

期に編まれた『駿国雑志』にもオニオドシについて挿し図 

とともに紹介されています。 

筆者が文化財の仕事に携わるようになったのは平成８年か 

らですが、その頃には、まだこの行事を伝えている家がたく 

さんありました。美和地区のある集落で、あちこちの家の軒 

先高くに目籠が立てられている光景を目にして、大変感動し 

たことを憶えています。 

静岡市の仏像 
静岡の魅力発見！ 

しずおか民俗歳時記 
静岡の魅力発見！ 
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     安倍川上流の有東木でも、節分の日の夕

方、オニオドシの目籠を立てます。そして

夕飯を済ませると、締め切った部屋の中で

豆を炒り、イワシの頭を夕食で使った箸に

挟んで焙ります。その際、「イワシの頭もジ

ーカジカ」と唱えて三回唾を吐きかけると

いう風習も伝えていました。豆を炒り終え

ると、一斉に戸をあけて豆撒きをし、鬼を

払うとすぐさま戸を閉めます。そしてイワ

シの頭を家のすべての出入り口にさしてい

きます（これをヤイカガシという）。 

また、囲炉裏の周りに大豆を並べ、焦げ

具合を見て一年の吉凶を占う「豆占い」を伝承している地域もありました。 

 

 

 

 

狩野氏と安倍城 

                          今川氏の３代目当主泰範（やすのり）、４代範

政（のりまさ）、５代範忠（のりただ）の時代は、

駿河国の守護大名として領国の安定化に努める

一方、関係が悪化していく幕府と鎌倉府との間に

立って、足利政権の政治的・軍事的なサポートに

奔走した時代といえるでしょう。 

   駿河国の統治を堅固なものとするためには、

土着の国人衆（各地の有力な領主層）を押さえる

必要がありました。なかでも安倍城に拠点を置く

狩野（かのう）氏の攻略には大変苦労したようで

す。建武新政時に京都で武者所の役職に就いてい 

安倍川の河川敷から安倍城跡を望む       た狩野貞長（さだなが）は、南北朝動乱期に突入 

すると安倍城を本拠に北朝方と戦います。 

貞長以後も、今川氏に対する狩野氏の抵抗は続きました。少なくとも３代泰範までは駿府に入るこ

とができず、現在の藤枝市葉梨付近に拠点がおかれていたようです。 

４代範政から５代範忠への家督相続時には、幕府と鎌倉府との対立も絡んで継承者問題が発生しま

す。狩野氏はその混乱に乗じて他の国人衆とともに範忠との合戦に挑みます。この戦いに今川勢が勝

利することで、ようやく駿河国の安定化を実現していくことになるのです。 

 狩野氏の拠点であった安倍城は、安倍川西岸の慈悲尾（しいのお）の西にそびえる標高約 435ｍの

山上に位置しています。狩野氏によって南北朝時代に築城されたといわれ、周辺に支城を配した巨大

な城砦でした。今までの遺構調査で堀切や土塁の痕跡も確認されています。 

 安倍城に登るには、葵区慈悲尾側と羽鳥側からの二つのルートがあります。いずれも２時間程度の

行程ですが、羽鳥からのルートの方が比較的登りやすいようです。かつての本丸部には安倍城跡の碑

が建っています。 

 参考文献：『静岡県史 通史編８・中世』静岡県 1997   『静岡の山城 ベスト 50を歩く』サンライズ出版 2009 

 今川氏ゆかりの地を訪ねて その４ 
静岡の魅力発見！ 
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          登呂博物館だより 
 

 静岡市立登呂博物館は、平成 22年 10月３日にリニューアルオープンしました。開館後、特別展・

企画展の開催や様々な事業を開催しました。今後も色々なテーマの展示会や講座を開催していく予

定ですので、ぜひ登呂博物館にお越しください。 

 

12 月 18日から１月 30日まで、企画展「うつわ展～古代の器たち～」を開催しました。うつわが

初めて作られた縄文時代の人面付きの土器や弥生時代を代表する登呂遺跡出土の赤く塗られた土器、

市内の川合遺跡出土の木製高杯など、古代を中心に様々な形のうつわが展示されました。 

  また、関連事業として。とろはく講座「土器づくり」を開催しました。粘土から土器を作り、野

焼きによる土器焼成までを３日間かけて実施し、市内の小中学生 12名が参加しました。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トロベーからの耳より情報！ 
 

 

寒い日が続くけど、みんなは風邪なんかひいてないかな？ 

僕は相変わらず元気に登呂遺跡を跳びまわっているよ！ 

ところで、もうすぐ「子どもたちの考古学」という展示会がはじまるんだ！ 

発掘調査って、どんなことをして、どんなことを調べるお仕事なのかな？ 

きみも僕と一緒に考古学の“きほんのき”から勉強して、 

未来の考古学博士をめざそうよ！ 

 

企画展「子どもたちの考古学～考古学はじめの一歩～」 

期間：平成 23 年２月 19日（土）～３月 27日（日） 

＜関連イベント＞ 

①展示解説  平成２３年２月 27日（日）、３月 13 日（日） 

いずれも午前 11 時～と午後２時～ 直接会場へお越しください！ 

②とろはく講座「子ども学芸員養成講座」 

     日 時：平成 23年２月６日（日）、２月 20日（日）、３月６日（日） 全３回 

    対 象：小学５年生～中学生  15 名  参加費：無料 

    申 込：事前に申し込みが必要です（先着項）。登呂博物館へお電話ください。 

    問い合わせ：静岡市立登呂博物館（静岡市駿河区登呂５丁目１０番５号） 

    ℡０５４－２８５－０４７６ 
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埋蔵文化財センター企画展「尾羽西山遺跡展」 

場  所：静岡市埋蔵文化財センター（清水区横砂東町３３－２） 

開催期間：平成 23年３月６日（日）まで 

休 館 日：土曜日、祭日、第２、３、４の日曜日 

参 加 費：無料 

市指定無形民俗文化財 「梅ヶ島新田の神楽」     

場 所：梅ヶ島北部公会堂（葵区梅ヶ島） 

 実施日：平成 23年３月 12 日（土）夜 

市指定無形民俗文化財 「有東木の神楽」  

場 所：白髭神社（葵区有東木） 

 実施日：平成 23年４月２日（土）昼頃から 

        

静岡市文化財通信 ふちゅ～るミニ 第５号  2011 年（平成 23 年）2 月 15 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/ 

駿府城豆知識  その３ 

駿府城の天守は、前回紹介したような江戸時代 

の文献資料によれば、1階の平面形は 10間×11 

間とされています。静岡県立図書館所蔵の「天守 

台絵図」によると天守台の大きさは約 28間×約 

23間となっています。 

通常は天守台の石垣の上に直接天守の建物が建 

つため、長さで２倍以上の差があり謎とされてき 

ましたが、大日本報徳社所蔵の「駿州府中御城之 

図」の発見により、天守の建物は天守台の石垣の       

上に直接建つのではなく、天守台の中央に独立し      （大日本報徳社所有駿府城図） 

た建物として建てられていた事が解り、この問題も解決しました。このような構成の天守台は天

守丸（構造）とも呼ばれています。 

 また、文献資料のうち、「当代記」の記録では、６階が５間×６間、７階には広さの記載があ

りません。しかし、「武徳編年集成」では、６階が５間×６間、７階は４間×５間と一回り小さ

く記載されています。この７階の記載について記載がないもの（当代記）を６階と同じ大きさと

考えると、５重７階の天守となります。また、当代記の７階の大きさは記載漏れで、一回り小さ

いもの（武徳編年集成）が正しいと考えると、屋根がもう一つ必要となり、６重７階の天守とな

ります。 

 ※１間は６尺５寸と考えられます。１尺は 30,3cm のため、１間は約 197cm です。 （つづく） 

 

祭り・イベント情報 

平成 20、21 年度に実施された尾羽

西山遺跡発掘調査の発掘成果を展

示しています。須恵器、大刀、馬具、

ガラス玉などを公開中！ 

 

 

 


