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平成 23年３月 23日付けで清水寺（葵区音羽町）所蔵の木造阿弥陀如来立像と、宝泰寺（葵区伝馬

町）所蔵の絹本著色亀年禅愉像（けんぽんちゃくしょく きねんぜんゆぞう）を静岡市の有形文化財

に指定しました。 

 清水寺の木造阿弥陀如来立像は、鎌倉時代後期に製作された仏像です。もともとは清水寺に隣接し

ていた無量寺（むりょうじ）というお寺にありましたが、無量寺が廃仏毀釈（はいぶつきしゃく）の

影響で廃寺となってしまい、明治時代に清水寺へ移されたといいます。現在は清水寺内の位牌堂に安

置されています。 

 着衣の繊細な表現など、技巧的な鎌倉彫刻らしい作品で、静岡市の文化史上大変貴重な文化財であ

るとして、このたび指定することになりました。 

 一方、亀年禅愉像は、宝泰寺に伝来する頂相（ちんぞう）です。頂相とは、位の高い僧侶を描いた

肖像画のことをいいます。また指定名称のなかの「絹本著色」とは、絹地に色を施して描かれている

ことを表しています。 

 亀年禅愉は、宝泰寺を再興した人物として知られる雪峰禅曽（せっぽうぜんそう）の師で、戦国時

代に活躍した臨済宗の高僧です。京都の建仁寺で学んだ後、妙心寺の住持を勤めました。この像の画

面上部には亀年禅愉本人による賛（画に添えられた文）があり、弘治３年（1557）に雪峰禅曽の求め

に応じて筆をとったことが記されています。 

 この作品が描かれた当時は、戦国 

大名今川氏が京都の公家や僧侶、文 

人と積極的に交流をはかり、文化的 

にも栄華を極めていた時代です。建 

仁寺は今川義元が幼少期に修行して 

いた寺であり、そのことからもこの 

作品が戦国期の駿府の動向をうかが 

い知る上で大変重要な資料の一つで 

あることがわかります。 

そうした歴史的な価値はもちろん 

のこと、写実的で威厳を強調した表 

現は室町時代後期の肖像画の特色を 

よく示していて、芸術的にも評価の 

高い作品です。作者は不明ですが、 

その作風から 16世紀中ごろに狩野 

派の絵師によって描かれたものと推 

測されます。 

 今回の２件の指定により、静岡市 

指定文化財は 132件となりました。 

        

絹本著色亀年禅愉像 → 

     新たに 2 件の文化財を指定しました！ 
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なるほど！なっとく！ 文化財！！ 

～文化財の指定って、なに？～ 

  

巻頭ページで新指定の文化財を紹介しましたが、「文化財の指定制度」とは、いったいどういうもの

なのでしょうか。 

文化財の指定に関する規定は「文化財保護法」にあります。「文化財保護法」は、私たちの国に伝わ

る貴重な文化財を守るための法律です。この法律では、文化財を「有形文化財」「無形文化財」「民俗

文化財」「記念物」「文化的景観」「伝統的建造物群」の６つに分類して、分野ごと重要なものを“指定

することができる”としています。 

日本各地には、古くから伝わる歴史的、文化的な遺産が数多く残されています。「それらすべてが文

化財である！」とも言えるのですが、その中でも特に重要なものを国が指定し、指定したものについ

ては、所有者だけでなく国民みんなで守っていきましょうというのが文化財の指定制度です。 

歴史的遺産を指定して保護するという制度は戦前にもありました。ただ、戦前の法律は「古社寺保

存法」や「史蹟天然紀念物保存法」などいくつかの法律に分かれていました。それらの法律を文化財

という概念で統一し、昭和 25年に成立したのが「文化財保護法」です。 

 一方、文化財を守るための制度は各県や市町村にもあります。静岡市では「静岡市文化財保護条例」

という条例を定めています。「静岡市文化財保護

条例」は、国や県でカバーしきれない市内の貴

重な文化財に価値を認めて保護していこうとい

うものです。 

これらの法律や条例で文化財に指定されると、

大切に守っていくためのさまざまな対策がとら

れます。そのなかでも所有者にとって一番大き

い施策は、文化財の修理などにかかる経費につ

いて、公的な支援が得られるということでしょ

う。その一方で、現状を変更する行為には規制

がかかり、また所有者や所在場所の変更につい

ては、あらかじめ届け出る必要があるなど、一 

仏像調査の様子         定の義務も生じます。 

               

それではここで、文化財に指定されるまでの

流れを、今回、市の文化財に指定した清水寺の

阿弥陀如来立像を例に紹介してみましょう。 

文化財課では、専門家や市民の皆さんからの 

情報、あるいは文化財課職員による調査などに 

基づいて指定候補物件のリストを作成していま

す。清水寺の阿弥陀如来立像については、平成

10 年から 15 年にかけて実施した仏像の所在調

査をもとにリストアップしました。 

リストの中から保存状態や希少性などを考慮 

して優先順位を決めると、次に文化財としての 

価値を見極めるための調査に入ります。市では 

文化財保護審議会の巡見の様子（清見寺にて）     文化財の専門家 10 名からなる「文化財保護審
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議会」を組織しています。阿弥陀如来立像については、仏像彫刻を担当する委員に専門的な調査をし

てもらいました。 

前頁の写真（上）は仏像調査の様子です。寸法の計測や、形状の観察と記録、写真撮影などをして、

制作年代や美術品としての価値を判断します。調査結果がまとまれば、今度は文化財保護審議会のそ

の他の先生方にも物件をみてもらい、あらゆる視点から、その価値について検討していただきます。 

専門家の意見を受けて、市として大切に守っていく必要のある文化財であると判断できれば、所有

者の同意を得たうえで、あらためて文化財保護審議会に諮ります。そして審議会から指定の必要性と  

その理由についての答申を受け、最終的には教育委員会の議決により、晴れて文化財に指定されるの

です。 

このように、私たちはただ古いからという理由だけで指定しているのではありません。保存状態が

良好であるか、静岡市に伝えられていることにどのような意味があるのか、全国的な視点にたって歴

史的、文化的にどういった価値を見出せるのかなど、あらゆる角度から慎重に検討したうえで、全国

に誇ることのできる我がまちの宝物を指定し、保存活用に努めています。 

 

 

 

 

 

三保松原は、万葉の昔から白砂青松と霊峰富士の眺望が素晴らしいことで有名で、多くの人々

がその風致景観に感動し、数多くの詩歌、伝説、絵画などの文学・芸術作品を生んできました。 

大正 11 年（1922）には、京都府の天橋立などとともに国の名勝に指定され、大切に守られて

きました。 

第二次世界大戦中には、大量の松が伐採され、松林がかなり減少しましたが、地元では伐採後

に小松を植えるなど、松林を絶やさない努力を続けたことが名勝を保全することにつながりまし

た。 

近年では、マツノザイセンチュウやシロアリなどの被害で多くの松が伐採を余儀なくされ、生

活様式の変化もあって、松原を取り巻く環境は大変厳しい状況になっています。 

そういう状況下において、関係行政機関や三保・折戸地区連合自治会、名勝保存会、NPO 法

人三保の松原・羽衣村などこの地を愛する人々が松原内の維持管理、清掃・草取りなどに取り組

んでいます。 

三保松原の風致景観は、私たち静岡市民には当たり前のものかもしれません。しかし、遠方か

らの来訪者のみなさんにとっては、憧れの風景 

と言えます。今までもそしてこれからも、この 

風致景観を市民の誇りとして大切に愛し続けて 

いきましょう。 

最後にお知らせですが、NPO 法人三保の松原 

・羽衣村では、毎週水曜日と土曜日の午前９時 

から三保松原内の鎌ヶ崎周辺で、ボランティア 

による美化活動を実施しており、参加者を募っ 

ております。 

詳細は下記あて、お問い合わせください。 

NPO 法人三保の松原・羽衣村事務局 

〒424‐0901 静岡市清水区三保 1282‐1 

メールアドレス okami@hagoromo-hotel.co.jp 

TEL 054‐334‐1236  FAX 054‐334‐0123 

地元の皆さんとともに、名勝三保松原の保全に努めています。 

 

 

文化財ニュース 
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静岡市清水区三保にある文化財収蔵庫には、市民の皆さんから寄贈を受けた民具約 9000点が収蔵さ

れています。そのうち未整理のまま保管されていたものについて、整理作業を行いました。 

 整理作業は、静岡市を拠点に全国各地の民具調査や民具研究事業に携わっているトーリ工房に依頼

しました。一点ごと名称、用途、寸法を調書に記録し、あわせて写真撮影も行いました。それらは目

録にまとめられ、ナンバリングによって各民具と照合できるようになっています。 

この事業により、市で所蔵する民具資料の全体像を把握することができました。しかし、その一方

で課題も見えてきました。それは、寄贈していただいた際に充分な聞き取り調査がなされておらず、

実際どの地域で使用していたものなのかさえ、分からなくなっている資料もあったということです。

民具は、先人の生活のありようをうかがい知るための資料ですから、それを使用していた人々の伝承

を記録しておくことが重要です。寄贈所蔵民具の資料的価値を高めるために、今後、追跡調査をする

必要があると感じています。 

 ところで、これらの民具の多くは、かつて登呂博物館の調査研究の一環として収集したものです。

そのため、とくに稲作農耕に関わるコレクションが充実しています。教育目的等での貸し出しにも応

じておりますので、興味のある方はぜひ文化財課文化財保護担当までご連絡ください。 

 

 

 

 

鉄舟寺 千手観音立像 奈良時代～平安時代 静岡県指定文化財 

 本像は鉄舟寺の背後の丘陵頂上にある観音堂に安置されて

います。像の高さは約 150cmで、頭に 11 の仏面と 1つの化仏を

載せ、手は胸前で合掌するものや腹前で宝鉢を載せるものを含

めて左右合わせて 44本で、そのうちの一組を頭上で合わせてい

ます(このような頭上で手を合わせる形式の千手観音を清水寺

式と呼んでいます)。 

像は合掌する手と後世に加えられたと考えられる両脇の手を

除く、ほぼ全体を一つの材で彫る「一木造」で、この造り方は

平安時代前期以前に多く見られるものです。その一方で平安時

代前期の仏像に比べてボリュームは少なく、また奈良時代の仏

像に多く見られるような胸を引いて腹を出した姿勢、胸飾の形

式や衣文の彫り方等から、制作されたのは奈良時代から平安時

代の初めにかけての頃と考えられており、静岡県内でも最も古

い仏像の可能性もあります。 

この像が伝えられる鉄舟寺は、古くは久能寺と呼ばれ『久能 

寺縁起』では推古天皇の時代に久能忠仁により、現在の久能山

東照宮が建っている久能山山頂に創建されたとされます。平安時代は天台宗の寺院として、建穂寺と

ともに駿河を代表する寺院として栄えましたが、十六世紀後半に武田信玄によって現在地に移され、

江戸時代には真言宗の寺院となりました。その後明治の廃仏毀釈で荒廃しましたが、山岡鉄舟が臨済

宗の寺院として再興し、寺名も鉄舟寺となり現在に至っています。 

この像は本来秘仏ですが、現在京都国立博物館に寄託されています。 

※京都国立博物館は現在平常展示館建替工事のため、平常展示は休止中です。詳細は博物館のＨＰ

(http://www.kyohaku.go.jp/jp/index_top.html)でご確認ください。(図版提供：京都国立博物館) 

静岡市所蔵の民具を整理しました。 
文化財ニュース 

 

静岡市の仏像 
静岡の魅力発見！ 
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戦国時代の幕開けと今川義忠の死 

    

応仁元年（1467）、戦国時代の幕開けともい 

われる応仁・文明の乱が始まります。この戦 

いでは、細川勝元と山名持豊が幕府権力を二 

分する形で東軍（細川）、西軍（山名）に分か 

れ、京都を中心に激しい戦闘を繰り広げまし 

た。10年に及ぶ戦いにより都は荒廃し、戦火 

は地方へも飛び火します。 

そのころ駿河を治めていたのは、今川氏６ 

代目当主、今川義忠です。 

義忠の出生年は永享６年（1434）とされて 

います。五代範忠が死去する二ヶ月前の寛正 

２年(1461)３月 に今川家の家督を譲り受けま          塩買坂（菊川市） 

した。                            

義忠は父範忠の時代から混乱の続く関東の 

平定に奔走する一方で、遠江国の奪還にも動 

きます。応仁・文明の乱では東軍に属し、西 

軍についた遠江守護の斯波義廉（のちに東軍 

に転じる）と対立、遠江へ進攻しました。 

文明７年（1475）には遠江国東部の実力者 

横地氏と勝間田氏が今川勢と交戦状態となり、 

義忠が自ら出陣します。翌年にはなんとかこ 

の戦いを治めるのですが、ここでまさかの事 

態が起こります。戦いを終えて駿府へ帰る途 

中、現在の菊川市にある塩買坂という場所で 

敵方に襲われ、義忠が討ち死にしてしまうの      北川殿の墓所（徳願寺 駿河区向敶地） 

です（※）。 

 これをきっかけに駿府では、家督争いが勃発します。義忠の嫡男である竜王丸（のちの７代氏親）

が幼少であったため、竜王丸を支える勢力と、竜王丸の叔父にあたる小鹿範満を押す勢力とが対立し

たのです。関東の有力武将も介入したこの争いは、竜王丸の母、北川殿の兄弟である伊勢新九郎盛時

の活躍もあって、「竜王丸が成人するまでは小鹿範満が家督を代行する」という形で決着しました。 

 北川殿の兄弟の伊勢新九郎盛時は、のちに堀越公方、足利茶々丸をくだして関東へ進出し、戦国大

名の先駆けともいわれた北条早雲です。北条早雲の駿河における功績については、あらためて紹介し

たいと思います。 

 さて、竜王丸の母北川殿は、幕府申次衆のひとりであった伊勢盛定の娘です。今川氏の歴史をまと

めた「今川記」（『続群書類従第二十一輯上』）には義忠が上洛した際に北川殿を見そめたといったよう

な記述もみられますが、この結婚には京都との結びつきを強化したいという今川方のねらいがあった

と考えられます。 

 義忠の急死により家督争いに巻き込まれた北川殿は、竜王丸とともに一度丸子に移りますが、北条

早雲や連歌師宗長の力を借りながら、竜王丸を駿河、遠江を支配する戦国大名へと育てあげます。 

 今川氏ゆかりの地を訪ねて その５ 

静岡の魅力発見！ 
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 北川殿の菩提寺は、駿河区向敶地の徳願寺です。清閑なたたずまいの山寺で、境内からは静岡市の

町並みが一望できます。山茶花（さざんか）の名所としても知られ、ちょっとしたハイキングを兼ね

て訪ねてみるのもいいでしょう。 

 なお、今川義忠の菩提寺は、最期の地となった塩買坂のすぐそばにある正林寺です。７代今川氏親

が建立したとされるこのお寺には、義忠の墓とともに彼の木像が伝えられています。 

※義忠は戦いに敗れて帰還する途中で討ち死にしたという説もあり、近年はそちらの方が有力視されています。ま

た、義忠の死去した年についても異説があります。 

 

 

 

 

江戸時代の旅人にとって川を渡 

るという行為は、困難を伴うもの

でした。なぜなら、幕府が川に橋

を架けることを原則禁じており、

船で渡るか、歩いて渡ることしか

認めていなかったからです。 

                                なぜ橋を架けなかったのか。そ

の理由としては、ひとつには江戸

の防衛のため、また川越し制度が

定着してからは、周辺の宿場にと

って重要な経済基盤となっていた

から、などが考えられます。 

 静岡県下で渡船を利用した川

は                       は、富士川、天竜川です。また興 

津川、安倍川、瀬戸川、大井川は、自らの足で渡るか、常駐する川越人足（にんそく）を頼る「徒渡

り（かちわたり）」でした（※）。旅人は船で渡る場合には渡船賃、徒渡りでは川越賃を支払わなけれ

ばなりません。そのうち川越賃は、肩車越、馬越、蓮台越といった川越しの方法、川幅、水の深さな

どによって額が定められていました。 

 東海道図屏風にも、富士川や天竜川の渡船、安倍川、大井川の徒渡りの様子が描かれています。図

は大井川の様子です。川越しの難所といえば「箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川」と詠

われているように大井川が広く知られていました。川の水が一定以上に増水すると「川止め」といっ

て川越しが禁止されます。旅人は急ぎたくても川を渡ることができず、一度川止めになれば２～３日、

長い時には 10日以上も足止めを食うことがありました。その間、近隣の宿場は大勢の旅人で賑わうこ

とになります。 

 屏風では馬に乗った旅人がお供を引き連れて川を渡っています。馬を引いているのは川越人足でし

ょうか。幕末には 600人もの川越人足がいたといいますが、江戸時代の初期に描かれたこの作品には、

あまり人足の姿は描かれていないようです。川岸には馬をひいて川を渡ろうとする人や、すでに川を

渡りきったのか、それともこれから川を渡ろうとしているのか、褌一丁になって着物を手にする人な

どが描かれています。 

 川越しの制度が整備され、川会所やそこに従事する川庄屋と呼ばれる役人が配置されたのは 17世紀

末のことです。ちょうど東海道図屏風が描かれたと推定される時代と重なります。この屏風に描かれ

ている様子は、幕府の交通政策が充実していく中で、庶民の旅が活発化する初期の段階であるといえ

るでしょう。  

※興津川は期間を限定して自由歩行が許された。また瀬戸川も水がなければ自由に渡ることができた。 

   「東海道図屏風」に描かれた人々② ～川を渡る～ 
静岡の魅力発見！ 

 



 7 

 

 

 

 

蛇塚、中塚の茶日待 

 今回は、お茶どころ静岡ならではの行事を紹介したいと思います。藁科の最奥部、蛇塚・中塚地区

（葵区）の茶日待という行事です。 

八十八夜の晩、摘んだばかりの新茶を持って村人が氏神である子之神社（ねのじんじゃ）に集まっ

てきます。蛇塚・中塚は静岡から川根へ抜ける標高 1000ｍの洗沢峠に程近い高所集落なので、八十八

夜といってもまだ摘み取りが始まったばかりか、あるいはその直前といった時期でしょう。それでも

少しの茶葉でも持参して、神前に供えることで豊作を祈願し、そのあとの直会（なおらい）では今年

の新茶の出来栄えについて皆で語り合う、という 

実に素朴な行事です。 

 「お日待ち」といえば、市内の多くの地域では 

豊かな実りに感謝する秋の収穫祭のことをさしま 

す。その言葉を八十八夜の行事にも用いて、豊作 

を祈るところに茶所らしさを感じさせます。 

 ちなみにこの行事、静岡県西部の春野町（現浜 

松市）や袋井市などでも伝承されていて、そちら 

では「茶サナブリ」とも呼ばれているそうです（ 

富山昭『静岡県の年中行事』静岡新聞社 1981）。 

サナブリは本来、田植え終了の祝い日のことで、 

「神が帰る」という意味を表現しています。         神前に供えたお茶を振舞う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

しずおか民俗歳時記 
静岡の魅力発見！ 

駿府城豆知識  その４ 

今まで天守についてお話してきましたが、これから駿府城の御殿に 

ついて紹介したいと思います。江戸時代になると城の城主は普段は御 

殿で過ごしていました。家康も今の駿府公園の中央に存在した本丸御 

殿で暮らしていたと考えられます。 

駿府城の本丸御殿は、建物の規模によって大まかに３種類の絵図が 

現存しています。                  

家康が居城した頃の古い建物と考えられる絵図は、東京大学付属図 

書館所蔵の絵図で、奥御殿まで最も多くの部屋数が描かれています。 

静岡県立図書館蔵の絵図は東京大学の絵図に比べると奥御殿の建物 

が縮小されおり、寛永 12（1635）年の火災以後の再建による建物と考 

えられており、また、『駿国雑志』等に掲載されている絵図は最も規模 

が小さく、表御殿しか描かれていません。『なおりその記』によると元  御殿絵図（『駿国雑志』より抜粋） 

禄頃に一部取り壊されてこのような小規模になったとされています。 

詳細は不明ですが、江戸時代の中ごろには、駿府城の本丸御殿は表御殿だけの規模となっていたもの

と考えられます。 

※『駿国雑志』は阿部正信が『なおりその記』は加藤正行がいずれも天保年間に編集した地誌である。  （つづく） 
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国宝指定記念シンポジウム「国宝 久能山東照宮の魅力に迫る！」 
 

 

 

 

 

 

日 時：平成 23 年６月４日（土）午後１時 10分～ 

場 所：しずぎんホール ユーフォニア 

静岡市葵区追手町１番 13号 

対 象：どなたでも 400 名（無料） 

申込み：５月 11 日（水）～ 市コールセンターへどうぞ！ 

         ℡０５４－２００－４８９４ 申込順 

                                 

 基調講演「徳川家康の大工棟梁・中井正清の仕事―駿府城と久能山東照宮―」 

 講師：谷直樹（大阪市立大学教授） 

 シンポジウム「国宝久能山東照宮の魅力に迫る！―徳川家康と霊廟建築―」 

  出演：建部恭宣（静岡県文化財保護審議会委員）、武内正和（文化庁文化財調査官） 

      山澤学（筑波大学准教授）、新妻淳子（NPO法人静岡県伝統文化建築技術協会 

      特任研究員） 

静岡市埋蔵文化財センター企画展「宮川古墳群展」 

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４月 25日（月）～６月 19日（日） 

入館料：無料 ※土曜日、祭日、第２・４・５の日曜日は休館 

 

静岡市立登呂博物館企画展「－はじまりは登呂遺跡－復元された古代建物」 

場 所：静岡市立登呂博物館 特別・企画展示室 

（静岡市駿河区登呂５丁目 10‐5） 

期 間：平成 23年４月 23日（土）～６月 19日（日） 

入館料：大人 200円、中学生以下は無料 

    30人以上の団体、１人 150円 

休 館：月曜日 ※５月２日（月）は臨時開館 

 

宮川古墳群（駿河区大谷）から見

つかったいくつもの出土品や石室

などの構造から当時の埋葬の様子

を探ろう！ ５月 15 日にギャラリ

ートークを実施します。 

 

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。静岡県内の建造

物としては初めての国宝指定となります。 

今回のシンポジウムでは、国宝久能山東照宮の文化財としての魅力に迫り、さらには創建に至る背景、そ

して、いかにして今日に守り伝えられてきたのかといった点にも注目し、その歴史的意義について理解を深

めます。 ※参加には事前申し込みが必要です。 

静岡市文化財通信 ふちゅーるミニ 第 6 号  2011 年（平成 23 年）４月２８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/ 

今年は登呂遺跡で初めて住居が

復元されてから 60 周年にあたりま

す。登呂遺跡を中心に全国各地での

古代建物の復元の様子を紹介し、遺

跡における復元の意義を考えます。 

イベント情報 

 


