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平成 26 年度第 1 回宗像市文化財保護審議会議事録 

 

期日：平成 26年 5月 16日（金） 

時間：13時 30分から 15時    

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 石山 勲 

委 員 井上 晋 

委 員 河窪 奈津子 

委 員 山野 善郎 

委 員 森 弘子 

 

会 議 次 第 

 

１．会長あいさつ 

 

２．報 告 

１）平成２６年度郷土文化交流課事業について 

２）八所神社（本殿・絵馬等）について 

３）稲元八幡宮について 

４）王丸八幡神社の棟札調査の進捗状況について 

 

３．審 議 

１）宗像市文化芸術活動事業補助金に係る事前審査について 

 

４．その他 

１） 現地視察（宗像大社辺津宮本殿及び拝殿保存修理事業、稲元八幡神社） 

 

 

 

 

 

事務局 郷土文化交流課 

部 長   福崎 常喜 

課 長   清水 比呂之 

文化財係長 白木 英敏 

主任技師  山田 広幸 
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１． 会長あいさつ 

 皆様こんにちは。委員の皆様におかれましては、日頃から宗像市の文化財保護行政に

ご理解と格別のお力添えをいただきまして誠にありがとうございます。今年度もどうぞ

よろしくお願いします。 

 

２． 報告事項 

１）平成２６年度郷土文化交流課事業について 

事務局： 

○平成 26 年度海の道むなかた館のイベントスケジュールについて（交流係） 

「田中幸夫と古代宗像」展を現在開催中。田中先生のご子息である田中正

日子氏と西谷館長の講演会を開催した。 

その他、宗像大社所蔵の便殿にある福永晴帄先生の日本画展示を６月開催

予定。 

夏休みにはトヨタ九州もの作り教室があり、ロボット工作を行う。 

秋には特別展、「魏志倭人伝の国々とムナカタ国」（仮）を開催予定。 

９月７日には邪馬台国とムナカタ国のシンポジウムを予定している。シン

ポジウムでは明治大学名誉教授の大塚初重先生、高島忠平先生、愛媛大学の

吉田広先生を招き、魏志倭人伝に出てこないムナカタ国について論じていた

だく予定。 

正月には児童絵画展を予定している。 

世界遺産関係では９月にオガチマンスを予定。 

 

○平成 26 年度文化財スケジュールについて（文化財係） 

保護審議会、史跡整備審議会を開催。 

田熊石畑遺跡について、本年度は竪穴住居の復元、駐車場の整備を予定し

ている。整備に伴って、サポート団体村づくりの会、運営形態、人の関わり

方について、史跡の中での活動は今後協議していく。 

文化財収蔵庫移転は、民間の倉庫を借りているが、今後市の施設に移設し

ていく予定。 

指定案件の調査は、八所宮建造物、王丸八幡棟札等を進めている。 

文化財整理作業は、深田遺跡群発掘調査報告書を刊行予定。田熊石畑遺跡

発掘調査報告書は昨年度刊行し、今年度増刷予定。関連して武器形青銅器の

レプリカ作成がある。 

文化財調査は相原古墳を予定。桜京古墳も環境調査を進めていく。 

埋蔵文化財事前調査は、照会件数が増加傾向にあり、数年前の 3 倍、年間

600 件近くになっている。これらは文化財の基礎業務として行っている。 
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受託調査は、民間の開発に伴い例年 2、3 件程度ある。最近ではメガソー

ラーに伴う開発を市内各地で行っており、これまでのところ遺跡は確認され

ていないが、山の開発など面積の広い場所では時間がかかる。 

指定文化財補助金は、宗像大社辺津宮本殿及び拝殿の保存修理事業、それ

に伴う防災設備等整備。建造物の修理に伴い協議会等に出席予定。 

今年度は国庫補助事業件数が多く、負担も重い。 

四塚会館資料、旧宗像郡郷土資料、福教大考古資料の移管については検討

協議を進める。 

歴史文化基本構想の保存整備のあり方も業務として進める。 

会長：ただ今の報告についてご質問はございませんか。 

委員：平山天満宮の報告書の概報は 26 年度刊行か。 

事務局：26 年度に印刷物として作成予定である。 

 

２）八所神社（本殿・絵馬等）について 

事務局：（当日配布資料）八所宮の方から話があり、八所宮の絵馬について調査をして

ほしいと話があった。4 月 16 日に福岡県の文化財保護課の職員と県立美術館

の学芸員にお越しいただいて現地で調査した。絵馬は 2 点保管されている。慶

長絵馬。平敦盛と熊谷直実。評価としては平敦盛の方が高く、洗練度で上回る。

これらは県立美術館へ一度貸し出しをおこなっており、現在美術梱包の中で 2

枚重なっている。そのため別々で保管した方かよい。絵馬は、県文化財保護課

で絵馬等の目録を作成して、渡したいとの事。県指定の可能性はあるが、絵馬

の県指定はまだ 1 件もなく、評価は難しい。貴重なことは認識しているが、指

定決定ではない。今進めているのは、宗像大社の三十六歌仙絵馬で、順番は後

の方になるだろうが、近世の絵画資料についても県方としては評価の位置づけ

を検討している。 

続いて、本殿拝殿、こちらは平山天満宮の本殿の指定が進んでおり、絵馬調査

時に、宮司の方から市の指定で進めてもらえないかということで、お願いがあ

った。これらについては委員のご指導を受けたい。資料には、本殿拝殿の委員

の所見を載せさせて頂いている。資料 3 の下の方には、八所神社の指定の経緯、

平成 8 年から始まっている。現在の指定基準で言えば、八所神社の指定はでき

ないことはないので、地元は是非ということならば、こちらも進めたいと考え

ている。 

会長：八所宮の絵馬、本殿の報告について質問ございませんか。 

委員：絵馬の指定は、県指定を考えて、県を呼ばれたのか。 

事務局：そうです。 

委員：福岡市では指定したことがあるので、宗像市で独自であれば、考え方が違う。 
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事務局：市の指定であればいつでもよいが、地元とも話し合う予定。 

委員：その時に難しいのは、民俗文化財でするのか、美術品としての有形文化財の絵画

としてするのかということ。福岡市でも議論の分かれたところであったのでその

検討もいると思う。作者はわかっているのか。 

事務局：敦盛の方はわかっている。五十君与左衛門
い ぎ み よ ざ え も ん

。これは宗像にも何点かあるようで、

雪舟との関係性があるかもしれない、野坂の屏風絵もそうである。 

委員：八所宮だけを取り上げて市の指定にする以前に、悉皆調査とか八所宮全体ではな

く、美術品にするのかどうか、神社それぞれの由緒など、いろんな資料をからめ

て、どういう氏子さんたちが奉納したのかなど市全体のものを把握しないと八所

宮だけをするというのはどうかと思う。出来れば全体を見渡し公平な形で、まず

は八所宮をすべきということを誰もが納得するように示すのが先だと思う。 

委員：随分以前に、県で悉皆調査をされたと思うが、その時は宗像の分も行ったのか。 

事務局：行っている。 

委員：その経緯ですが、福岡県博物館協議会があり、美術館、博物館など色々集まって

いるが、何か共通で取り組めるものがあれば、努力して形にできればいいのでは

ないかという議論があって、一番に行ったのが、博物館のリスト（福岡県の博物

館リスト）を最初に 3 年で作り、その後絵馬という話になった。魚里さんがおら

れる県立美術館が幹事役になって、教育事務所単位で出すということになり、6

分冊くらいでたと記憶している。その時の調査は教育事務所単位で幹事が決まっ

て、各教育委員会から出てきたリストや写真を編集し、それが 6 分冊になってい

るものと思う。それがどの程度の補足率なのかは分からない。 

会長：いくつかの自治体は民間の郷土史研究会も含めて絵馬の報告書を出しているが、

過去の調査成果に基づいて市で改めて悉皆調査をし、その中で選択していくのが

手順ではないか。 

委員：絵師は間違いでなければ、宗像氏の家臣団の絵師として出てくる。実際の人物か

は別にして。楠本さんの調査、他にもあるということで、他のものも把握した上

で先に指定すべきでは。楠本さんによると慶長ということだが本人の署名、縁起

などをもう一度確認したほうがよい。本当に絵師の作品が残っているかも確認し

たほうがよい。 

委員：絵馬は現状で掛かっている状態なので、保存状態が心配。できるだけ早急に調査

し、以前の状態と比較してどのようになっているのか。早く調査をしていただき

たい。 

委員：建築について、近世社寺については様々な問題を残している。各自治体の温度差

がある。あがってきたリストをもとにして調査を行っているが一件もあがってき

ていない市町村もあり、捕捉率としては非常に低い。宗像についてはよくあがっ
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てきている。ただし、その後のフォローについては、当時の調査は単品主義で、

その中でも優品だけを拾い出すという目的のもと行われている。よって、現在の

文化財全体の考えからすると古い時代の考え方である。現在では境内全体を考え

る必要があり、次に悉皆調査を行うときは、本殿、拝殿、舞台が現在どのように

残り、使われているか、民俗と有形の境目の中、地域の文化財という括りの中で

新しい視点で調査すべきではないだろうか。建物についても問題があり、修理に

関して何が重要なのか、建替えについても新築のほうが安価な場合があり、危機

に瀕している。八所宮も一部欠損しており、早急的な対応が求められる。市内で

も存続危機のものは順序をつけて把握しておくべき。 

 

３）稲元八幡宮について 

事務局：地域学芸員からの稲元八幡拝殿が取り壊されるということの報告を受け、現地

に向かった。稲元八幡は山を棚田状に削ったところに立てられ、現況で 40～

50cm 傾いている。西方沖地震以来傾いており、現在は立ち入り禁止になって

いる。拝殿は安政７年に再建、昭和７年に増築している。地元は解体撤去を決

めており、記録などについては委員に相談したい。 

委員：文化財の価値について、補足的に説明すると、北部九州における幕末から明治期

（１９世紀後半）にかけての一般的な特徴は切妻造り、妻入り、縦長の拝殿であ

る。稲元八幡は平入りの切妻造りで、割拝殿形式、横長の拝殿である。これはど

こにでもあるわけではなく、この形式はあまり残っていない。横長よりも縦長の

拝殿が多い。できれば、本当は実際に建って残っているほうが望ましい。形式的

には全国にあるものの、年代が判明し、横長の拝殿が北部九州にあることは大事

なものだと思う。 

会長：この件について質問ありますか。 

委員：奉賛会というものあるか。 

事務局：はい。地元の方は熱心である。絵馬についても市の補助を受けて冊子を作って

いる。 

 

４）王丸八幡神社の棟札調査の進捗状況について 

事務局：経緯について。平成 25 年 1 月 19 日、九州歴史資料館の学芸員に来ていただ

いて墨書が読める赤外線スキャナーの調査を行った。委員と委員に立ち会って

頂き、調査を行った。棟札と宮座資料、本殿については、盗難や火災の恐れが

あるので、その保護に対して措置がとれないかとの意見をもらい、地元と協議

した。 実際に地元の意向を確認した所、現地保存が原則だが、公共的な施設

の元でより長く資料が保管されることを地元も望んでいる。5 月 8 日に委員と

委員に立ち会って頂き調査をしている。まず、清掃作業をし、文字資料を借用、
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燻蒸の処理をかけるという事で調査を行っている。棟札 9 枚と文字資料は数点

の資料を梱包してむなかた館に持ち帰った。来週は九州歴史資料館に持参し、

燻蒸の処理をかける予定である。6 月のはじめにその処理が終わったら、こち

らで一度保管をし、文字の解読、新資料がないか等調査を行っていきたい。指

定にかけるには、諮問が必要だが、その前の基本的な作業や、指定の方針を協

議しながらつめていく。 

会長：調査された委員、何かありましたら。 

委員：当日全部出して、どれを燻蒸するのか、棟札以外のものをこちらに持ってきてい

るので、見て話をして頂きたい。 

事務局：建築部材の蟇股も残っているので見て頂きたい。 

委員：宮座資料も拝借して、燻蒸するようになっている。新しい知見が出ると思うので

楽しみにしている。 

会長：調査で棟札などはっきり読めるのか。 

委員：赤外線のも合わせて前の宮座資料の大正年間の写しも参照するが、読めない部分

もある。 

会長：こちらへ返ってきた後、資料調査をされるとして事務局でも今後どうするか検討

したい。また、こういう事を中心に担当する職員配置など事務局体制も検討して

頂きたい。 

事務局：市史編纂事業を今年度準備段階で、来年度から本格的に進めていこうと考えて

いる。悉皆調査、それぞれの分野においてやっていく体制と専門的な方も入っ

ていく事も考えている。埋蔵文化財以外の有形・無形文化財についても市史編

纂の体制を組みながら指定物件の検討を行っていく。 

会長：是非よろしくお願いします。 

 

３．審 議 

１）宗像市文化芸術活動事業補助金に係る事前審査について 

事務局：資料は事前配布の 13 ページと当日配布の 6 ページと御神幸の写真。 

享保の頃に御神幸はあった。筑前国続風土記に載っている。大名行列があった

話はそういった行列を俗に最近大名行列と言うようになった。18 世紀中頃の

寛永期に一時断絶があったようだが、享保くらいには行われていた。 

隊列を構成する形にしたのは、6 ページにある。大規模な御神幸行列だったと

いえる。八所宮の御神幸については剣神社でも御神幸があり、八所宮から伝承

を受けた。鞍手の方では町の指定文化財として御神幸が続けられている。 

会長：ご専門分野の委員いかがですか。 

委員：今回は文化芸術活動事業補助金を受けるにふさわしいかの審議なので、その点で

は今まで挙がってきたものより規模も大きく、良いと思う。 
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会長：これは次回に正式に審査するのか。 

委員：20 日に文化芸術活動事業補助金審査があるので、今日決めていただく。 

事務局：本日は、文化財の観点からの事前審査になる。5 月 20 日に審議があるので、

その時今回の審議会での評価と報告を行う。 

事務局：審査の考え方として、文化芸術活動事業補助金に係る審査委員会があり、これ

を審査する案件はすでに挙がっている。今回、新規として審査委員会に挙がる。

その際に、文化財的に価値があるのかという判断をこの委員会の中で議論して

頂く。文化財的価値が高いという判断であるとそれが今度の審査の中の基礎に

なる。 

会長：いかがでしょうか。 

委員：（構成図を見て）吉武地区で行われていることだが、吉武地区（新興団地も含め

て）全て網羅されているのか。 

事務局：そうです。城南ヶ丘、広陵台も入っている。吉武地区全体の参加と思われる。 

委員：地区ごとに役割分担とあるが、前からしているのか、特定の意味はないのか。 

委員：これは、文化財の指定にしてもいいのではないかという規模のものである。それ

に向けての調査を行わなければならない。補助金に関してはいいのではないかと

思う。ただ、どの部分に補助金を受けようとしているのかということは、15 ペー

ジに挙げられている。明細は出てくるのか。 

事務局：明細は出てくると思う。 

委員：吉武地区は独特である。子供達も小中ずっと 1 クラスなので、全員が幼馴染のよ

うな感覚なので、地域的な活動に助力ができるのであれば何よりである。 

会長：本件は貴重な民俗行事として文化財的価値が高いという事で、補助金対象として

適切であるとご承諾頂いたという事で、よろしくお願いします。これを将来、審

議会としてどうするのかも検討して頂きたい。 

４．その他 

委員：以前九大におられて鹿児島大学に移られた建築の先生は、ザビエル教会堂を移築

された方です。その所有団体が、今後長く地域の宝として大事にしていただくた

めにはどうすればよいのかと相談頂いた。市長がこれは宗像市民の財産として、

これからの空間の資産として大事にすべきとのお考えを示された。指定案件とす

るのか、どういった形で文化財の位置づけをするのかということで一度お話いた

だけないかと相談を受けた。市も対応をしたいということで、紹介させて頂いた。 

会長：事務局としてどう対応するのかご検討頂きたい。委員の方々でこの件について

質問等ありますか。鹿児島から移築されたということだが、物自体がどういうも

のであるのか。 

委員：物自体、史跡という選択肢もある。ここでの歴史ではなく、フランシスコ・ザビ

エルにゆかりの聖堂で非常に歴史的価値が高い。本来なら鹿児島で保存すべきだ
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が、鹿児島では壊すという事だったので、聖堂を引き受けてくれる宗像市に移築

された。これから歴史文化財として地域の宝になっていくものとして考えていく

のがよい。 

委員：考え方は 2 つあり、１つは建築物としてどうなのか。もう１つは、ボランティア

活動で移築したものを組み立てる営みが大切だと思う。太宰府では市民遺産とい

う考え方もあって、皆で大事にする考え方が宗像でも可能ではないか。市民の自

主的な動きを受け止める受け皿があってもよいと思う。 

委員：先生の移築は 2 件目で、久留米の聖マリア病院の教会堂は、天神の大名町から移

築したものである。レンガをいくつかのブロックに分けて運び、再建した。ザビ

エル聖堂は、宗像にとって重要なものになると思う。世界遺産に申請している長

崎天草の教会堂建築をやった鉄川与助は、小さな建築会社の社長だったが、見様

見まねで勉強し、北部九州一円に約 60 棟建て、評価されつつある。 

会長：ありがとうございました。 

事務局：文化芸術活動事業補助そのものの考え方自体が、市指定文化財ではないけれど、

地元で活動しているものに対して補助をしていこうという考え方は、すでに補

助制度の中身としてはあっている。市民遺産という形で大宰府では進めている

ので、一つの考えとして市民遺産的なものも含めて全体の整理を進めていきた

い。 

     （宗像大社辺津宮本殿及び拝殿保存修理、稲元八幡神社現地視察後、終了） 


