
平成 26 年度第 2 回 宗像市文化財保護審議会議事録 

 

期日：平成 27２月 19日（木） 

時間：13時 30分から 15時まで  

会場：海の道むなかた館 講義室 

 

出席者： 

 会 長 西谷 正 

副会長 桑田 和明 

委 員 山野 善郎 

委 員 石山 勲 

委 員 河窪 奈津子 

委 員 井上 晋 

委 員 森 弘子 

 

会 議 次 第 

１． あいさつ 

 

２． 委嘱状交付式（資料１） 

 

３．会長・副会長の選任及び各委員あいさつ 

 

４．議事録の取り方について（資料２） 

 

５．報 告  

１）平成２６・２７年度郷土文化交流課事業について（資料３） 

２）稲元八幡宮について（資料４） 

３）平山天満宮について（資料５） 

 

６．議 事 

１）八所神社（本殿・絵馬・御神幸行列）について（資料６） 

２）王丸八幡神社について（資料７） 

３）みあれ祭について 

 

７．その他 

教育長   遠矢 修 

 

事務局 郷土文化交流課 

課 長   清水 比呂之 

文化財係長 白木 英敏 

主任技師  山田 広幸 

 



１．あいさつ 

教育長：海の道むなかた館は開館からまもなく 3 周年を迎え、35 万人を超える多くの

方にご来館いただいています。館のイベント、展示等を通じ宗像の歴史を学ぶ

機会を提供する中、市民の皆様の歴史に対する認識、郷土への思いが増してき

ていると感じています。昨年度は平山天満宮の本殿が市の指定文化財に指定さ

れました。地元の皆様が文化財保護だけでなく、活用への意識が高くなってい

ます。今回の審議会は王丸八幡神社の棟札、八所宮の建造物についてご審議を

頂き、市民と共に宗像の歴史遺産を次世代に伝えたいと考えています。今後と

もご支援、ご協力をお願いします。本日はよろしくお願いいたします。 

 

2．委嘱状交付式（資料 1） 

 各委員へ委嘱状を交付 

 

3．会長・副会長の選任及び各委員あいさつ 

事務局：ご推薦等お願いします。 

委員：引き続き、会長に西谷委員、副会長に桑田委員でお願いします。 

事務局：それでは、これまで通り、会長、委員でお願いします。 

会長：引き続き会長を務めさせて頂きます。宗像は歴史や文化の豊かで奥深いところだ

と思います。私の専門は考古学、埋蔵文化財ですが、宗像は多種多様な文化財が

豊富にあり、保存、活用に意を尽していきたいと思っております。よろしくお願

いします。 

委員：引き続き副会長をさせて頂きます。毎年色々な文化財について定例的に審議が行

われているので新しい文化財の指定、新しい形で発見ができることに少しでもお

役に立ちたいと思っています。よろしくお願いします。 

 

４．前回議事録の確認及び議事録の取り方について（資料２） 

 ○前回議事録の修正 2 箇所・・・Ｐ３ 魚里さん、Ｐ４ 近世社寺 

 ○議事録の取り方（資料 2） 

事務局：資料 2 の 2 ページ目の第 6 条 附属機関の会議の議事録について 3 つの方法

があり、（１）発言者が発言した全てを記録する方法 （２）発言者が発言ご

とに当該発言の要点を記録する方法 （３）会議内容の要点を記録する方法 

がある。これまでは（２）の方法でしており、ホームページに掲載する場合、

個人名は出さずに、「会長」「委員」「事務局」という形をとっている。 

会長：従来通りでご承認いただくということでよろしいでしょうか。 

事務局：（２）の発言者が発言ごとに当該発言の要点を記録する方法で進めます。 

5．報告                             



１）平成２６・２７年度郷土文化交流課事業について（資料３） 

事務局：○むなかた館について 

春と秋に特別展を開催。春は「田中幸夫と古代の宗像」、企画展に福永晴帆の

日本画展、秋は「ムナカタ国はあったか」で弥生時代をテーマとし、平原遺跡

の内行花文鏡（国宝）を展示した。 

吉留でヒラキウス（哺乳動物）の化石が見つかり企画展を開催した。 

3 月は本市出身の出光佐三展を予定している。 

また、年間通して体験学習イベント等を行っている。 

○文化財について 

事前審査関係が多く毎年 600 件近くあり日々対応している。現在、深田遺

跡群の調査報告書を作成中。昨年の田熊石畑遺跡の報告書の再整理、八所宮の

絵馬調査も行っている。 

宗像市大井の浄水場が空きになったので、文化財収蔵庫の公共施設への移転と

して、そこにケース１万箱の収蔵品の移転が進んでいる。 

桜京古墳の消毒も佐野先生にお越しいただき行った。現在は相原古墳の調査を

している。 

宗像大社辺津宮本殿及び防災修理事業は本年度で終了となる。 

田熊石畑遺跡整備事業は追加指定要地が出た都合もあり、27年度も工事予定。

オープン事業は、実行委員会を立ち上げ、来年度 7 月 19 日に地元の夏祭りを

前夜祭とし、当日はオープンイベント、午後は田熊山笠が疾走する予定。 

9 月 7 日はいせきんぐ宗像シンポジウム「邪馬台国とムナカタ国」をユリック

スで行った。 

史跡保存整備審議会は、次回は 3 月に開催予定。世界遺産活動、専門化会議

も行っている。27 年度は、田熊石畑遺跡歴史公園のオープン、指定案件関係

がある。秋は「鈴」をテーマで石山委員が進めている。稲元八幡宮も企画展を

考えている。調査事業については県指定に向けて相原古墳調査を行う。田熊石

畑遺跡の環境調査は継続。桜京環境調査も続けて行う。市史編纂事業が始まり、

平成 27 年から 5 年計画で進めていく。 

 

会長：何か質問はございませんか。 

委員：稲元八幡は絵馬の引き取り、王丸八幡は棟札の引き取りになる。 

 

２）稲元八幡宮について（資料４） 

事務局：前回現地の視察のその後の報告をする。（写真を見ながら） 

    これは解体する前の稲元八幡宮の拝殿で、傾いていて非常に危険なので取り崩

しをしたいということで文化財担当に相談があった。最低限の記録をすること



で対処する形となった。その後、委員にご協力頂き、写真、図面の記録を行っ

た。7 月には更に傾いたので取り崩しを行った。現在は基礎だけが残っている。

その後、市は、建築部材で時代がわかり、装飾がある部分を一部引き取った。

拝殿に掛けられた絵馬も写真記録をし、むなかた館で一時引き取り、保管して

いる状況である。また、解体後には、安政など年号が出てきているものが見つ

かった。この成果を元に来年度企画展を考えている。瓦、絵馬等、どういった

作者なのか、いつのものなのか調べ、むなかた館で発表していきたいと考えて

いる。現地は地元の有志の方が小さな祠を建てている。 

会長：補足はありますか。 

委員：上の方はそのまま使える状態だったが、柱が維持できなくなっていた。今後は、

こういった全体のリストを市がどれだけ把握できるのかが課題である。これか

ら調査する時には単純に建物だけではなく、全体の総合調査が必要。旧玄海町

の町史には建築的な記載がなく、文化財建物としての評価がなされていないの

で今回の市史でリストを作成、また市としての登録制度を作っていただければ

この様なケースが減らせると思う。 

委員：絵馬は何点引き取ったのか。画題がわかるのがあるのか。 

事務局：絵馬は 20 点です。画題は、地元の結びの会の方の図録を元にして画題がわか

るものもある。また、文字が読めるものについても目録を作っている。 

委員：墨書は何箇所あったのか。 

事務局：２～３箇所で同じ年号です。 

会長：ここにこういう拝殿があったという写真説明版を将来ご検討いただきたい。 

 

１） 平山天満宮について（資料５） 

事務局：平山天満宮の本殿は、平成 25 年 5 月に市の指定に指定された。 

      平山天満宮の指定に関しても委員にご協力頂きながら報告書を元に指定した

折がある。報告書については刊行したいと考えている。図面や現状の報告、カ

メラ、フィルムによる保存も必要と判断した。この機会に本格的な機材で記録

を撮った。光を発光することで暗くて狭いところの写真を撮ることができた。

内部についてもフラッシュをたく事で鮮明に見えてくるものがあったので出

来る範囲で記録を撮っている。こういった記録も報告書の図版と一緒に出すこ

とができればいいと考えている。 

会長：ご質問はありますか。 

委員：梁の裏に天保 14 年といった墨書が書かれている非常に珍しい例なので、編年上

の指標がある。稲元八幡宮の企画展で比較する等で教材を活用し、市民にわか

りやすい形で普及していただきたい。 

 



６．議 事 

１） 八所神社（本殿・絵馬・御神幸行列）について（資料６） 

事務局：八所神社については、かつて本殿拝殿の県の指定をという話があったが、市の

指定として進めることが地元の意向である。手続きの流れは資料４である。事

前の審査で指定可能という動きがあれば教育委員会で諮問の書き取り、審議会

で諮問、調査等を経てご審議いただき、指定という形になる。11 月に審議い

ただき、3 月ごろ答申、6 月ぐらいが告示を目指せると考えている。八所神社

の御神幸についても、地元から指定の意向があるので、森先生とご相談してい

きたい。王丸八幡神社の棟札についても桑田先生、河窪先生と調査を進めてい

きたい。 

 八所宮について（スライドを見ながら） 

絵馬は現状保存のままだが、慶長の絵馬は室内で保管しているので特に心配は

ない。県が目録を作っており、それぞれ読める限りの内容と写真等を地元に提

供しており良く書かれている。解説付きのものもある。引き上げているものに

ついては額だけ掲示して広く参拝者等に知らせている。また、宗像大社の三十

六歌仙絵馬が県の指定で動いている。三十六歌仙扁額という名称で有形文化財

絵画という種別で県指定にする。5 組あり、枚数は 173 枚あり、一括で県指定

にしたい。資料 6 では八所神社建造物の市指定文化財に対する要望書、資料

7-1、7-2 では委員に作成していただいた評価を掲載している。平山も合わせて

報告書を刊行していく予定。 

 

会長：絵馬についてご質問はありますか 

委員：絵馬で慶長 20 年という大変古く、めずらしい例ですので、きちんと調査して指

定の方向でもっていきたい。国生さんはご覧になっていますか。 

事務局：はい。 

委員：絵馬を指定する場合、民俗でするのか絵画でするのかは調査が終わった上で判断

するのか。福岡市ではかつて絵馬が指定されており、その時は作者がいたので絵

画で指定となった。その辺が曖昧なので、宗像市の指定にするならば、宗像市の

基準を作った方がよい。 

委員：慶長 20 年の文言はどこにありますか。 

事務局：当時宗像大社の楠本さんの調査によるもので根拠がどこにあるかを追跡する必

要があるとの話があった。 

事務局：かつて目録があったが失われている。調査を進めることになれば本格的な仕組

みを作りたい。 

会長：絵馬については、市としては今後どういう風に考えているのか。 

事務局：絵画の面だけでなく歴史資料としても重要性を感じるところがあるので、文献



等や先生方の意見を伺い、きちんとした形で指定を目指していきたい。 

 

会長：御本殿についてはいかがでしょうか。 

委員：八所神社・八所宮のように指定の際に、旧名でいくか現行の名称でいくかは委員

会で検討した方がよい。本殿だけでなく、境内全体像を把握する調査を行いご

報告したい。何らかの形で地元の方々にとても大事な建物だと認知してもらえ

る方策を願っている。 

委員：指定の対象になるかは別として、全体の悉皆的な調査を行うことは基礎的な作業

として不可欠だと思う。 

会長：山野先生には全体的な調査を行っていただき報告書も作成し検討を進めていただ

きたい。 

会長：御神幸についてはどうか。 

委員：今年はぜひ拝見したい。平松さんの本を見ますと、古い要素がよく残っているの

で指定にもっていけるのではと思う。似ているものと比較して判断材料としたい。 

委員：神社にするか宮にするかは、宗像市では八所宮の方が浸透していてわかりやすい

と思う。 

委員：そうです。宗教法人名称では八所神社になります。もし八所宮で指定するなら

ば地元の方々等のご意見を伺い審議するのが適当。 

 

会長：八所神社についてはそれぞれの先生に調査していただき、指定を視野に今後取り

扱っていくことにします。よろしくお願いします。 

 

２） 王丸八幡神社について（追加資料） 

事務局：委員の棟札資料、本殿拝殿の資料を見ながら説明する。棟札については、赤外

の写真で中の文字は読めることがわかった。現状でわかるところは、委員にご

協力いただき進めていきたい。これについても 27 年度から本格的に指定に向

けて調査を進めていく。委員の本殿拝殿についても、建物の方を見ていただい

た。八所宮の調査と同時に進めていき報告書に刊行していきたい。 

委員：（スライド、追加資料：天正の棟札を見ながら） 

     赤外線で撮っている部分は、見えないものもある。大正の時に棟札の写しが作

られており、それが宮座資料の中に入っており、合わせて現状部分にプラスが

できた。本殿の中で、大正の時に写している部分に比べると欠損もあることが

わかった。残りの棟札について宮座資料も含めてどういう風にしていくかが課

題。いずれも貴重な史料であることが改めてわかった。 

委員：今宗像大社が持っている御本殿の置札とこの王丸八幡の棟札の書き手は同じ人物

で同筆である。鎮国寺の益心（ヤクシン）というお坊さんが書いたもので氏貞の



側近であったと言われている。 

委員：ヒキガシラという言葉が出てくるが、中世までで近世になるとなくなる職役なの

で内容的に考えても貴重な史料である。また、赤外線で撮ったものは後処理をす

れば読めるものもある。（追加資料・スライドを見ながら）宗像市史のものである

が、建物を拝見すると、2 段に渡って虹梁が出てきている。ツマの飾り方として

は非常におもしろい。また彫刻もレベルが高いので建物についても精査させてい

ただきたい。宗像市史の記述は非常に簡潔だが、どこが見どころかがわからない。

年代的にも編年をやり直した方がよいと考える。拝殿も部材的には古いものも残

っており、境内にあるおみこしもよくできているものなので一括して調査すると

有形文化財としての位置づけが明確になる。御本殿の上（屋根裏）にご神体を置

くことは特殊である。棟札調査に限らず調査してみてはどうか。 

会長：今のレベルで再調査をして報告書を作成して指定を視野に検討していただきた

い。関係の先生方よろしくお願いします。 

事務局：宮座資料について大正の写しの記録があるが、どう取り扱うべきか先生方の

ご意見を伺いたい。 

委員：総合的な調査をして優先順位をつけどう取り扱うかを判断してはどうか。 

会長：よろしくお願いします。                               

 

３） みあれ際について 

事務局：みあれ祭を、過去に国の無形民俗文化財に指定すべく検討や協議はしたことあ

るのかとの市議会議員からの質問があった。それを受け、実際的には昭和 37

年から始まる新しいお祭りであり、国の指定の動きはしておらず、中世からみ

れば、400～500 年の断絶があり、中世からの姿がそのまま継承されているわ

けではないので、指定としての動きはしていないと回答している。県の文化課

に、みあれ祭についてはどういった取扱いになるのか尋ねた結果、国・県の指

定については難しいという回答だった。市としてはどういう方針で取り扱うの

がよいか。 

委員：宗像市の方で考えていくということであれば、宗像市独自の指定基準があっても

よい。県では有形民俗で紙芝居を指定に向けて動いている。紙芝居は戦後のもの

だが、指定される順番になってきている。みあれ祭は、純粋に民俗文化財といえ

るのか問題。祭りの経緯がわかっていて最初は神社主導で、中世の御長手神事を

参考にしながら、戦後、形を整えて行われている。神幸の心は一貫して流れてい

るのがみあれ祭である。 

委員：沖ノ島の神幸とみあれ祭は切り離して考えなくてはならない。沖ノ島の神幸は、

中世の間は、専門集団がお祭りしていたのであって庶民信仰ではない。断絶し

て庶民の神幸が新たに担い手として生まれてくるもの。沖ノ島に神様がいる概



念は継続していたと思う。 

委員：地元からの要望に対してどういう対応するのか。文化財指定でなくてはならない

のか。文化財指定にこだわらず、市としての別の方法での選定が必要なのかを

提案してはどうか。 

会長：指定基準はあるのか。 

事務局：具体的な指定基準は今のところない。宗像市なりの基準は必要と思う。 

委員：最も難しいのは、無形民俗文化財である。地元の要望が多い。 

委員：建造物も築 50 年から国指定がこれから出てくる。 

会長：現代の各種文化財で新しいものはどんなものがあるか累計を調べると参考になる

と思う。みあれ祭は、古代の文化的伝統が内容は変えながらも現在まで継承され

ていることが基準の適用にもなっている。市としても保全に努めていることが何

かのときに話題になると思う。調査をして条件を作り、諸条件が整った上で将来

指定にということですね。 

事務局：将来指定になった時もみあれ祭の資料は重要な資料になる。 

 

７．その他 

事務局 ：八所宮の正面の塀が崩れたとの報告があった。実際内側に倒れている状況で

ある。大きな大木が生えており、木の根が土塀を押して倒れたか否か、切った

方がよいのかご意見を頂きたい 

委員：イヌマキと土塀が約 3m 離れており石垣の膨らみもなかったので、土塀の方の作

りが悪くて崩れたと考えられる。土塀は取り除いた方がよい。土塀の左にケヤ

キがあり、これは土塀を押していた。400～500 年生きるので直径 2m になると

考えられることから、土塀を外してこちらは根茎を削って石段を下げた方がよ

い。イヌマキは成長も遅いので 30 年は大丈夫と思う。 

事務局：植物的な知見からは根茎が原因ではないことがわかった。今回土塀は、指定物

件ではないが江戸時代に建てられた話がある。境内地として今後とういう評価

をしていくかご意見を頂戴いただければと思います。 

委員：非常に不思議な造りをしており、枠がなく、柱も見えないので塀について調べた

方がよい。普通は木枠を作ってその中に土を込めていくが、それも写真で見る

限りではない。残す、残さないの議論とは別にどういう構造物であるかは調べ

た方がいいと思う。 

委員：私が見る限りでは土塀の土は新しかった。まったく芯がなくて完全に崩れていた。

江戸時代のものではないと思う。 

委員：左右はしっかりしていて壊れたところが後で補修した部分かもしれないので判断

できない。 

会長：八所宮は総合的に調査していただきたい。職人の方の方が原因等がわかるかもし



れません。 

事務局：地元としても復旧をしたいが財力がないので、取り壊して板塀にすることも考

えているということだった。今、八所宮自体を調査している段階なので地元に

は具体的な話はしていない。 

会長：元通り復旧するのがよいと思う。地元でもぜひ自発的にやってもらいたい。 

委員：今回は人的被害はなかったが、同じように崩れるといけないので、構造がどうな

っているか調べた方がよい。 

会長：全体を通して何かありますか。 

    先生方には調査、報告書作成に至るまでよろしくお願いします。宗像市文化財

調査報告書が出ていますが、ほとんどが埋蔵文化財になっているが、そのシリ

ーズの中に建造物、民俗等入れていただきたいと思う。 

事務局：ぜひともそのように進めていきたい。 

事務局：本日は、たくさんのご意見ありがとうございました。 

    吉武地区、王丸地区は歴史的にも重要な地域であったと思う。現在は市史編纂

事業を進める上で、悉皆調査を行っている。建造物、古文書関係も含めて準備

している。悉皆調査の重要性、八所宮、王丸等、総合的に調査する必要性があ

ると改めて感じた。文化財保護審議会だけでなく、市史編纂事業の中でも是非

生かした形で進めて頂きたい。地元が宮座、御神幸という形で伝統的なことを

守っている地域の素晴らしさを感じた。うちの課としてもどうフォローしてい

くかが必要。海の道むなかた館も 3 年目を迎えたくさんのお客さんに来て頂い

ている状況である。弥生の重要な拠点となる田熊石畑遺跡が今度全面オープン

し、昨年度 10 月は東部の歴史拠点になる赤馬館がオープンする。このような

ガイダンス施設を今後もバックアップしていく。 

    本日はありがとうございました。 


