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第１章  熊谷の歴史と文化財と「BUNKAZAI 情報」 

 

第１節 序説 熊谷の歴史と文化財 

熊谷市の歴史の幕開けは旧石器時代と考えられ、豊かな自然に恵まれる中、縄文時代から弥生時代へと連綿と

した人々の営みがあった。古墳時代には国指定史跡「宮塚古墳」をはじめ多くの古墳が築造され、奈良・平安時

代については、幡羅・西別府官衙遺跡群などの存在が確認されており、その当時の歴史を解明するための重要な

遺跡に位置付けられている。平安時代以降においては、多くの武士団が出現し、熊谷次郎直実、斎藤別当実盛な

ど後世に名を残す武士が活躍した。江戸時代には中山道の宿場町として栄え、秩父往還などの街道、更に荒川・

利根川には渡船場や河岸があり、交通の要衝として発展した。妻沼には国宝「歓喜院聖天堂」が建造され、日本

を代表する装飾建築の美とその歴史を今に伝えている。 

近代日本が動き出して間もない明治時代初頭には、入間県と群馬県の一部とを合わせた熊谷県が誕生した。明

治から大正時代にかけて、多くの先覚者たちが、産業や文化など多方面で活躍し、熊谷地域の発展の基礎を築い

た。昭和時代以降、本市は県北の雄都としての誇りとともに周辺の地域との調和を図りながら、躍動的な産業の

発展と芸術文化の振興を進めている。 

本市の歴史・文化を伝える国・県・市指定の文化財は、地域のアイデンティティを醸成する役割を果たしてい

る。多様な文化財は、その地域の自然環境、歴史的に育まれた文化的・社会的活動の蓄積として極めて重要な市

民共有の財産であるといえる。 

今日、史跡や有形文化財のような土地や建物、美術工芸品に対する歴史的・学術的価値に基づく「文化財

（Cultural Properties）」とともに、人間の生活や技術の継承と関連した文化財を広く解釈する「文化遺産

（Cultural Heritage）」という概念が浸透している。地域の歴史と文化を再認識し、文化遺産を活かした街づく

りに結び付けることで、本市の未来を創ることにも繋がると考えている。そして、このような文化財・文化遺産

を保護し、活用していく中で、郷土の文化や歴史を学ぶことの大切さを子供たちに伝えていくことが、私達に課

された責務であると感じている。 

この「BUNKAZAI 情報」に関する報告は文化財保護や学術研究の基礎資料として、また、上記に示したよう

な郷土の歴史や文化を理解するための一助として広く活用されることを目的に刊行するものである。 

 

 

第２節 「BUNKAZAI 情報」刊行の経緯 

２００８年から２００９年にかけて熊谷市立江南文化財センターにおける文化財保護事業や情報発信事業な

どを紹介する媒体の発表に向けた協議が行われていた。これは本市の文化財事業の概要を市民各位に対して発信

できていない状況があり、インターネットサイトの活用とともに各担当が執筆した文章の編集に基づく「メディ

ア」によって広く周知できるのではないかという可能性を具現化する意図があった。この目的意識とともに題名

をセンター内で協議し、いずれ世界的な発信にも目を向けるという観点から英字表記を含む「BUNKAZAI 情報」

の名称を冠することになった。 

「BUNKAZAI 情報」の刊行については、創刊号の冒頭において記したように、文化財の公開活用という理念

が刊行の根底にあった。冒頭文では、熊谷市立江南文化財センターは、「つくる、しる、ふれる」を基本コンセプ

トにして、市内の文化遺産として伝えられた「文化財」の収集、保管、調査及び研究を行うとともに、文化財の

活用を図り、多くの文化財資源の公開を目指している点を強調している。創刊した「BUNKAZAI 情報」は、そ

うした活動を紹介する情報誌に位置付けられ、これを通して、文化財保護の重要性を広く啓発する拠点になり得

るものであった。 

 また、発行方法としては、A３両面（折込）、１０００部、単色印刷の仕様として印刷し、熊谷市役所の羅針盤

（当時の IPK システム）における新着情報及び江南文化財センターのホームページである「熊谷デジタルミュ

ージアム」において、カラーの PDF 版を掲載することによって発信を進めた。これに併せて、県内の市町村文

化財保護関係機関へのメールリストでの紹介、「あついぞ.com」及び「くまがやねっと」などへの発行案内の記

事掲載を行った。印刷費の予算措置は行わず、簡易印刷によって各関係機関等に配布を行っていることから、カ

ラー版の出力は難しく、今後の課題となるが、熊谷デジタルミュージアムを生かした上で、現代の新たなメディ

アとしての機会に挙げられるスマートフォンなどからのカラー閲覧が容易であることから、紙媒体の刊行を補足

ないし、それ以上の閲覧機会の提供を可能とさせる余地を垣間見るところである。 

 「BUNKAZAI 情報」は、これらのアウトリーチ的要素に付随するように、文化財事業を担当する江南文化財

センター内における事業実績の報告として、進捗経過等を整理する意義を持ち合わせていたといえよう。そして

刊行による成果として表現できるのは、外向きのイメージだけでなく、内面的な事業効果の再確認を行う基礎的

情報が集成されたということである。すなわち情報発信に向けた取組みは、その経過の中で自己認識に繋がると

いう性質を改めて感じることになるのである。 

また一方で、毎年の文化財保護事業の財源という観点から、予算計上時において、各事業の必要性に鑑みた財

政担当課への情報提供は必須であり、予算化に向けた基礎資料として提示することもできる。加えて、過去の事

業実績が将来的な予算構成に向けて大きな意義を含むことは明らかであり、本誌の意義を高めるといえよう。 
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           発行：熊谷市立江南文化財センター 

はじめに 
熊谷市立江南文化財センターは、「つくる、しる、ふれる」を基本コンセ

プトにして、市内の文化遺産として伝えられた「文化財」の収集、保管、調

査及び研究を行うとともに、これらの文化財の活用を図り、多くの文化財資

源の公開も行っています。 

 今回、創刊しました「BUNKAZAI 情報」は、そんな活動を紹介する情報誌

です。これを通して、文化財保護の大切さを多くの皆様にお伝えすることが

できたら幸いです。さあ、文化財という新たな旅へ一緒に出かけましょう。     熊谷市立江南文化財センター 

 

TOPIC 
市政宅配講座 本物の土器にわくわく！ドキドキ！！  

風薫る秋の 10 月 16 日（金）、市立荒川児童クラブの依頼で、市政宅配講座

「わくわく土器ドキ石器講座」を荒川児童館で開講しました。職員が出向き小

学１年生～３年生の児童１１名に、熊谷の歴史を体感してもらいました。 

 講座では、熊谷の旧石器時代から平安時代までの歴史を、発掘調査により出

土した土器や石器などや、絵を見せながらお話をしました。子供たちは本物の

土器を見るのは初めて、“これはなんだろう？”と興味津々で出土品を並べたテ

ーブルにカブリつき、とても楽しそうでした。おまけに、本物の縄文土器、石

器、埴輪、瓦を手にとって見ることができ、満足そうでした。「うわー、これな

に？ 瓦ってすごく重たい！ なんか土のにおいがするねー！」と大はしゃぎで

した。実際の出土品に触れ、少しは熊谷の歴史がわかったかなぁと思います。

この中から将来の考古学者がでたらいいなぁと思った講座でした。 

社会教育課では、本物の出土品を持参して、熊谷の古代を体感できる講座を

開講します。ぜひ、興味がありましたら、お問い合わせください。お待ちして

います。（吉野） 

 

星溪園で俳句を―俳句入門講座― 
市指定文化財の名勝・星溪園（鎌倉町）において、

１ ０ 月 か ら １ １ 月 に か け て 計 ６ 回 の 「 俳 句 入 門 講

座」が開催されています。受講者の皆様は、熊谷市

俳 句 連 盟 会 長 の 伊 佐 山 春 愁 先 生 の ご 指 導 を 受 け な

がら、俳句の基礎を学び、実際に句会を行うなど充

実した時間を過ごしています。美しい風景を前にし

て、多くの名句が生み出されることでしょう。 

会場である 星溪園は、 熊谷市の産 業分野にお いて大きな 功績を残し た竹井澹如

（たんじょ）によって約１４０年前に作られたものです。回遊式庭園の中心に位置する「玉の池」や数奇

屋風の格調高い三棟の建物は、来場者に静寂の時間を与えてくれます。（鯨井） 

   創刊号

平成 21 年

11 月 3 日
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市内遺跡発掘情報 
西別府遺跡「熊谷にも発見！古代幡羅郡役所の施設」 

５月から６月にかけて、西別府で深谷市から広がる幡羅郡家遺跡の確

認調査を実施しました。西別府には、西別府遺跡のほか、西別府廃寺・

西別府祭祀遺跡の３遺跡で構成される西別府遺跡群という重要遺跡が所

在します。 

 今回の調査は、平成１６年・２０年に次ぐ３回目の調査ですが、土塁

を伴う二重の溝に区画された空間に、平

安時代（９世紀後半～１０世紀後半）の

３間×５間以上の長大な南北棟の掘立柱建物跡や小型の南北棟の掘立柱

建物跡の存在が確認され、この場所が幡羅郡家（郡役所）を構成する一

つの施設の可能性が考えられるという大きな成果があがりました。 

なお、この成果については、６月２７日に地元住民を対象に現地説明会

を開催しました。（吉野）                      現地説明会の様子（６月２７日） 
 

前中西遺跡「弥生時代の竪穴住居跡多数発見！」 

市内上之の前中西遺跡では、平成８年度から区画整理事業に伴い

発掘調査が行われており、今年度も６月から１０月にかけて発掘調

査を実施しました。 

 遺跡の主体となる弥生時代は、これまでの調査により遺跡のほぼ

中央を蛇行して流れる衣川という河川を境に北側に竪穴住居跡など

の集落跡、南側に方形周溝墓などのお墓が広がっていることが徐々

に明らかになってきています。  

今年度調査した地点は衣川の北側にあり、弥生時代中期末から後期初

頭（約 1,900～2,000 年前）の竪穴住居跡１５軒や溝跡、土坑などが見

つかり、これらの遺構からは大量の土器や石器が見つかりました。 

前中西遺跡における弥生時代の竪穴住居跡は、過去の調査分も含める

とおよそ５０軒になることから、前中西遺跡の弥生時代集落跡は大規模

なものであったことが想定され、今回の調査地点付近が集落跡の中心で

あったと思われます。（松田） 

弥生時代の竪穴住居跡から出土した完形の壺  
 

連載 埋蔵文化財の保護活動 
第１章 試掘調査・範囲確認調査 

熊谷市内では、年間１,１００件を超える開発・建築があります。一方で、市内には約３５０遺跡（埋蔵

文化財包蔵地）を確認しています。開発予定地が遺跡の場合には、埋蔵文化財を保護するための対策が必

要になります。まず、文化財保護法に基づく届出等が必要になり、開発内容を確認します。そして必要が

ある場合に、遺跡の有無・深さ等を見るために「試掘調査」を実施します。 

平成２０年度は１１０件の試掘調査を実施しました。試掘調査は１ｍ幅の溝を重機で遺跡が確認できる

深さまで掘ります。この結果をもとに、発掘調査が必要か判断しますが、工事内容が遺跡に影響のある掘

削でなければ、遺跡の上でも開発行為は可能です。埋蔵文化財の保護は、施主・工事施工者・設計士・不

動産業者の方々や市民の皆さんのご理解・ご協力をいただいて成り立っておりますので、今後ともよろし

くお願いいたします。（蔵持） 
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文化財は、右の表に示した有形文化財・無形文化

財・民俗文化財・記念物などの種別があります（他

に文化的景観・伝統的建造物群・埋蔵文化財・保存

技 術 ）。 こ れ ら の 文 化 財 の 中 で 、 特 に 重 要 な も の に

ついては、行政（国・県・市町村）が指定や選定を

行い、指定文化財として保護の対象としています。

熊谷市は２回の合併を経て、指定する文化財の数

が合計２５０に上ります。これは埼玉県下において

も極めて多い数です。 

 今年６月から、市指定文化財の確認調査を実施し

ています。これは、指定文化財の管理状況を知る上

で必要不可欠な調査です。第一次調査として、各文

化財の所有者に向けて調査票を郵送し、文化財の現

状と所在についての確認を行いました。現在は、第

二次調査として、返送いただいた調査票に基づき、

所 有 者 へ の 訪 問 調 査 や 管 理 者 へ の 聞 き 取 り 調 査 を

行っています。指定数が多いことから、今後数年間

の調査期間を予定しています。（山下） 

文化財センター事業報告 
特別展・速報展 

「わがまち熊谷遺跡めぐり」テーマ展―円山遺跡・円山古墳群― 

熊谷市箕輪地域は、荒川を望む台地上に多くの遺跡が分布してい

ましたが、土採りや工場進出などで昭和６０年ころまでに、ほとん

ど消滅しています。この円山地内にあった遺跡からは、弥生時代か

ら古墳時代の墓をはじめ古代の住居跡が発掘調査されました。 

 古墳には切り石積石室があり、堀からは矢の盛具である靱（ゆぎ）、

扇状の飾りである翳（さしば）、帽子などの埴

輪が見つかり、竪穴住居跡からは甕や碗などの

器とともに、「有」文字の烙印が出土しました。

当時の烙印は牧場等の施設で馬牛に使用したと考えられていますが、実際の発見はた

いへん珍しいものです。一昨年度に錆止めの保存修理を行い、公開を始めました。 

１１月末まで文化財センターにて展示しています。（新井）          「有」文字の鉄製烙印    

 

あなたも古代人 

毎年恒例の夏休み企画「あなたも古代人」を、７月下旬から８月中旬に

かけて計１２回開催したところ、３４７人の参加をいただきました。この

イベントは、古代人さながらの、勾玉（まがたま）づくりや火おこしの体

験、土器や石器に触れるなどの機会を提供したものです。各日満員状態で、

活気溢れる体験イベントとなりました。勾玉を作

る時の子どもたちの表情は真剣そのものでした。そして、完成した勾玉の首飾

りを掛けた笑顔はとても素敵でした。特別参加者として、日本に留学中のアフ

ガニスタン考古学研究所に在籍する二人の研究者も、勾玉づくりを体験し、自

ら作った完成品の輝きを見て感動していました。（山下） 

  
市指定文化財確認調査       

 熊谷市指定文化財（国・県指定を除く） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

種  別 種  類 指定数

建造物 ７

絵画 ５０

工芸品 １５

彫刻 １６

書跡・典籍・古文書 ４４

考古資料 １４

有形文化財

歴史資料 ８

無形文化財   １

有形民俗文化財 ２８
民俗文化財

無形民俗文化財 ２０

史跡 ３２

名勝 ５

天然記念物 １０
記念物 

旧跡 ０

合計  ２５０
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文化財コラム 古代との遭遇・第１話  
 「ワー見て、きれい！！」１オクターブ高い声が、

静かな整理所内に響き渡りました。彼女は、東別府の

一本木前遺跡（いっぽんぎまえいせき）の古墳時代前

期方形周溝墓の埋葬施設から出土した人骨に付いたま

まの土を少しずつ濡らしながら、竹串とピンセットで

除去するという、気の遠くなるような作業をしていた

のです。驚いた全員がそこに集まって覗き込むと、土

の中から直径１㎜ほどの青色をしたガラス質の物体が、

仰向けに葬られた死者の胸骨の中央に、その一部をの

ぞかせていたのです。（写真矢印）  

「骨に気を付けて、もう少し回りの土を取っていって。ゆっくりね」という調査員の指示にうなずくと、

彼女は再び真剣に作業に掛かりました。２時間後、再びの歓声と共に径４㎜、厚さ３㎜で中央に１.５mm

の孔が穿けられたブルーのガラス小玉の全貌が現れました。孔は上下を向いていました。ブルーのガラス

は、わずか径４㎜のものでしたが、それは鮮やかで黄茶色化した骨との間に見事なコントラストを見せ、

見るものの目を強烈に引き付けずにはおかないものでした。 

では、胸の中央にこのような美しい小玉を飾って葬られた人は、この方形周溝墓群の中で、どのような

地位の人だったのでしょうか。謎は深まるばかりです。（つづく） （寺社下） 

 
文化財センターイベント情報（問合せは文化財センターまで） 

県民の日はあなたも古代人  星溪園でお茶会 第２回地域伝統芸能今昔物語

日時：１１月１４日（土） 

午前の部 午前１０時～１２時 

午後の部 午後２時～４時 

場所：江南文化財センター 

 

内容：まが玉をつくろう。

土器・石器にさわ

ってみよう。 

   火おこし体験など 

材料費：１人２５０円 

日時：１１月１４日（土） 

午前１０時～午後３時 

場所：星溪園（鎌倉町） 

 

 

内容：市指定の名勝でお茶会を

体験することが出来ます。 

（駐車場が狭いですので、公共

交通機関をご利用ください。）

体験無料 

日時：１１月２９日（日） 

午後０時３０分（開場） 

午後１時～４時３０分 

場所：江南総合文化会館「ピピア」

ホール 

内容：市指定無形民俗文化財と芸

能の共演 

（出演：棒術、池上獅子舞、板井

屋台囃子、箏曲、沖縄舞踊など）

入場無料 

 
編集後記  
 文化財保護の仕事は多岐に渡り、多くの内容を含んでいます。

全てを紹介することは難しいですが、文化財センターと皆様と

の架け橋となれるよう、「BUNKAZAI 情報」の刊行を続けてい

きたいと思います。よろしくお願いいたします。（山下） 

 

発行：平成２１年１１月３日（文化の日）  
熊谷市立江南文化財センター 

（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ホームページ「熊谷市の文化財」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/ 

：市内文化財情報、埋蔵文化財の取扱いについて、「BUNKAZAI 情報」のカラー版などを豊富に掲載  
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下恩田 ささ ら獅子 舞（ 市指定 無形 民俗文 化財 ）：五穀 豊穣 ・病疫 退散 祈願      

TOPICS 
第２回地域伝統芸能今昔物語 
１１月２９日（日）、「第２回地域伝統芸能今昔物語」が江南

総合文化会館ピピアで開催され、市内各地に保存継承されてきた

市指定無形民俗文化財 8 団体（上川原神道香取流棒術、東別府祭

囃子、池上獅子舞、地蔵尊御詠歌、下恩田ささら獅子舞、手島八

木節笠踊り、須賀広ササラ獅子舞、板井屋台囃子）と、地域に根

ざし広められた芸能 6 団体（熊谷市民謡民舞連合会、箏曲雅会、

沖縄舞踊愛好会、妻沼八木節保存会、民謡音秀会、むさし江南音

頭保存会）が共演し、伝統芸能の素晴らしさや奥深さを多くの来

場者に披露しました。また、同会場にて無形民俗文化財のパネル

展示も行いました。イベントの模様は、NHK のニュースで紹介さ

れました。                                                  板井屋 台囃 子             

 

特別展示―諏訪木
す わ の き

遺跡 飯塚
いいづか

・飯塚
いいづか

南
みなみ

遺跡 
文化財センターでは、常設展に加え諏訪木遺跡（上之地区）の遺物

を展示しています。諏訪木遺跡は、熊谷扇状地の末端にあって、幅広

い時代の遺跡が重複しています。今回の展示は、多量に出土していた

木製品のうち保存処理が終了したものを中心に、市指定となっている

遺物を展示し、諏訪木遺跡の遺物の内容の豊かさと、平安時代の祭祀

の形態を見ていただけたらいいなと思います。 

加えて、熊谷図書館に設置されている文化財センター特別展示スペ

ースでは、今までの一本木前遺跡に替わって、飯塚・飯塚南両遺跡（妻

沼・飯塚地区）の遺物を展示しています。両遺跡は利根川の乱流地帯

に形成された自然堤防上にあって、当地で米作りの開始された時期、

弥生時代中期前半の再葬墓のあり方を良く示しています。  

特集１  江南文化財センターとは  
平成１９年、「ふれる・知る・作る」を基本コンセプトとし、旧江南地域

に関係のある埋蔵文化財を中心にその収蔵と活用の場として設置されまし

た。新熊谷市の誕生後は新市の文化財保護拠点として市域に所在する建築

物 や 民 俗 行 事 な ど の 指 定 文 化 財 を 保 護

する仕事や、その保護のための情報発信

と 啓 発 活 動 に さ ま ざ ま な 場 面 で 取 り 組

んでいます。 

なかでも、土の中に埋まっている埋蔵文化財を保護する仕事は主要

な事業のひとつとなっており、継続的に「市内遺跡発掘調査」を実施

し、土器や埴輪などの多くの出土品を発見しています。この発掘調査

結果を公開できるようにする整理・報告作業をセンターで実際に行っ

ています。また、整理後の出土品をセンター展示室でいち早く公開し、

見学の場と 新の発信情報を提供しています。 

    新春号

1 月 20 日  

第２号  

文化財 セン ター展 示室 

諏訪木 遺跡 展示（ 文化 財セン ター ） 

発行：熊谷市立江南文化財センター 

新年明けましておめでとうございます。  
本年もよろしくお願い申し上げます。 

平成 22 年  
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竪穴住 居跡 遺物出 土状 況

試掘調査の様子 

土坑墓  

溝（トレンチ）を掘る 遺構の検出 遺構の確認 

市内遺跡発掘情報 
 

前中西遺跡「またまた弥生時代の竪穴住居跡多数発見！」 
市内上之の前中西遺跡では、区画整理事業に伴い、平成８年度から発掘調査が行われており、今年度は

創刊号でお伝えした第１次調査（６月～１０月）に続いて第２次調

査を１１月から１月にかけて実施しました。 

 今回の調査でも第１次調査と同じく遺跡の主体となる弥生時代の

集落跡（竪穴住居跡７軒）が見つかりました。住居跡からは大量の

弥生土器の壺（つぼ）・甕（かめ）や打製石斧（だせいせきふ、土を

掘るための石器）などが出土し、この他にも石で作られた長さ３～

４㎝程の鏃（やじり）なども出土しました。           

今回の調査地点は、第１次調査地点とは約４００ｍ離れているこ

とから前中西遺跡における弥生時代の集落跡は、大規模かつ広範囲

にわたって営まれていたことが明らかになってきました。 
 

弥生時 代の 竪穴住 居跡 から出 土し た石の 鏃（ やじり ） 

 
西別府館跡「古代の住居跡とお墓」         

 ９月から１０月にかけて、西別府で個人住宅建設に伴う緊急調査を

実施しました。西別府館跡は、平安時代末から

中 世 に か け て の 別 府 氏 の 館 跡 と 伝 え ら れ て い

る遺跡ですが、今までの調査では、奈良・平安

時 代 の 集 落 跡 や 中 世 の 火 葬 跡 が 発 見 さ れ て い

るだけで、館跡に直接関係するものは確認され

ていません。 

 今回の調査では、奈良・平安時代（８世紀後半～１０世紀初頭）の竪穴住居跡３

軒、平安時代（9 世紀末前後）の土坑墓１基などが発見されました。奈良時代の住

居跡のカマドからは、近くにあった西別府廃寺に使われたと考えられる瓦が出土し

ましたので、このお寺と何らかの関係がある人たちの住居の可能性が考えられます。 

また、住居のすぐそばでは、土坑墓という長さ約１９０㎝、幅約４５㎝と小さな

お墓が確認されました。骨などは確認されませんでしたが、副葬品として須恵器埦

が２点、灰釉陶器埦が１点出土しました。 

 

 

連載 埋蔵文化財の保護活動 
第２章 試掘調査の方法① 
試掘調査は、主に開発が予定された場所で行っています。これは地下にある遺跡の有無・深さ等を確認

するためです。ショベルカーを使用して、１ｍ程度の幅で溝（トレンチ）を掘りますが、深さは地点によ

って大きく異なります。 

現在の熊谷市は地形的に見ると、主に「台地」と「低地」に分けられます。台地は市域西部に広がる「櫛

引台地」と南部の「江南台地」があります。低地は福川より北の「妻沼低地」と福川より南の「熊谷低地」

に分かれます。台地上では浅く、低地では深く遺跡が埋没している傾向があります。これは、昔から低地

では河川による氾濫が度々起こり、その結果厚く埋没してしまうからです。台地上では「関東ローム層」

と呼ばれる黄褐色の粘質土が見られますが、この層で遺跡の有無は判断できます。（つづく） 
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星溪園 での お茶体 験  

文化財センター事業報告 

 

県民の日イベント 
埼玉県民の日である１１月１４日（土）、市内各所において文化財関

連のイベントを開催しました。文化財センターでのまが玉づくり体験、

妻沼聖天山歓喜院での修理工事現場見学会の他、名勝星溪園では、熊

谷女子高校および熊谷西高校の茶道部、立正大学裏千家茶道部のご協

力を得て、お茶に親しむ会を開催しました。児童生徒をはじめ来場さ

れた多くの方たちは、普段では体験する機会の少ない「お茶」をじっ

くりと味わい、楽しんでいました。 

 
市指定文化財調査―柴田家書院・上新田諏訪神社 
１２月に市指定文化財である柴田家書院と上新田諏訪神社の現況調査を実施しました（いずれも江南・

上新田地区）。柴田家書院は同家の母屋とは別棟に景石・銘木を配した庭園とともに江戸時代中期に建築

されたとされ、床と書棚を配した十畳の上段の間を中心に控えの間、廊下が配されています。構造、屋根

などの多くは創建時のままであると考えられます。なお、当初の棟札が保存されていることが確認され、

建築年〔安永３年－1774〕や大工等の関係者を知ることができたことが大きな発見でありました。 

諏訪神社は、上新田地区の鎮守神の本殿であります。隙間なく立体的な彫刻が配され、彩色が施されて

います。従前から知られる棟札銘か

ら 江 戸 時 代 中 期 〔 延 享 ３ 年 －

1746〕の創建、後期の再建〔嘉永

５年－1852〕とされ、妻沼地区の

聖天堂の建立にかかわった大工・彫

り師の関与が知られてきました。現

状では構造体のゆがみが窺え、部材

の 落 下 や 色 彩 の 剥 離 が 目 立 っ て い

ます。なお今回の調査で本殿棟木に

創 建 時 の 墨 書 銘 を 発 見 し た こ と は

大きな成果でありました。 
 

 

星溪園「玉の池」水深調査  
１２月、名勝星溪園の回遊式庭園の中心にある「玉の池」の水深調査を行

いました。これは市指定文化財の現状を把握するとともに、今後予定し て い

る水循環ポンプ改修に向けての水深確認を目的として、シュノーケリン グ の

方法を用いて実施したものです。これにより、池全体における深い箇所 と 浅

い箇所の位置と分布を把握することができました。池の北側では約１ｍ 、 池

の中央部および南側では約１．６ｍの深さに達することが分かりました 。 ま

た、池底には土砂の堆積があり、水中の透明度も含めて、かつて湧水に よ り

豊富な水量が維持されていた頃とは異なる状況が分かりました。 

 

文化財探訪 宮塚古墳―全国的にも珍しい古墳 
宮塚古墳は、市内中央部広瀬地内に所在し、全国的にも珍

しい上円下方墳という墳形をもち、昭和３１年に国指定史跡

として指定されました。 

上円下方墳とは、方形の段の上に饅頭のような円形の土盛

りがのる特異な形で、県内の例では川越市に山王塚古墳があ

ります。また、全国に目を向けてみると、天皇家や有力豪族

たちが採用した墳形で、奈良県の石のカラト古墳、静岡県の

清水柳北１号墳、東京都の熊野神社古墳・天文台構内古墳、

福島県の野地久保古墳があります。宮塚古墳を含めた埼玉県

の２例については、発掘調査が行われておらず墳形を確認し

ていません。 

さて、宮塚古墳は、荒川左岸の自然堤防上に立地する広瀬古墳群中にあり、上円部が直径約１０ｍ、下

方部が西辺２４ｍ、東辺１７ｍで、高さ４．１５ｍです。築造の時期は、７世紀末頃（今から１３００年

くらい前の古墳時代の終わりごろ）と考えられます。埋葬施設は、横穴式石室とすればかなり小さなもの

と考えられますし、もしかしたら火葬した骨を納める容器や箱のような部屋があったのかも知れません。

残念ながら、埋葬施設も調査されていませんので、詳しいことは分かっていません。 

左：柴 田家 書院彫 刻 右：諏 訪神 社本殿 正面 
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文化財コラム 古代との遭遇・第２話 地上にそびえる前方後方墳―塩古墳群― 
 

のどかにうぐいすの鳴き声を聞きながら、熊谷・小川県道を

南下し、もう嵐山町に入る直前の、和田川を越えた熊谷市南端

の丘陵を上りきった尾根上に塩古墳群はあります。 

平成５年冬、発掘作業員が木の根の絡む墳丘の角裾を力を込

めて掘っています。そして、「ここの線が直角に出てくればな～」

という調査員の言葉が聞こえたかのように、墳丘西隅が直角に

折れて出てきたのです。前方後円墳といわれていた塩古墳群Ⅰ

支群１号墳が、実は全長３５.３ｍの前方後方墳であることが決

定的となった瞬間です。前方後方墳と前方後円墳、１字しか違

いませんが、歴史的にはすごく大きな違いがあるのです。 

 １号墳は、 初から前方後方墳として分かっていたわけでは

ありません。その形をめぐっては、古墳の研究の過程と合わせ

たように変化しています。昭和３５年、前方後円墳と認識されていた１号墳と２号墳を主に、他の円墳と

ともに総数２３基が古墳時代後期における群集墳として埼玉県の史跡に指定されました。当時は、前方後

方墳という認識は薄いものでした。しかし、研究者の間から１号墳と２号墳について「後円部が丸でなく

四角い形をしているのではないか」という疑問が出され、その後の測量精度の高まりと共に、各辺が直線

的になる「前方後方墳」の可能性が高くなってきました。そして平成５年、発掘調査でこれが確認された

のでした。この時点で周囲にあった円墳も方墳であることが分かり、さらに塩古墳群が、当地で も古い

古墳時代前期の古墳群であることが判明したのです。 

 

特集２  熊谷市 web 博物館とは 

現在、世界ならびに日本各地で、実際に存在する博物館・美術

館とは異なる「ミュージアム」として、資料のアーカイブス（記

録保存）やネット上での幅広い公開などを目的としたデジタルミ

ュージアムが相次いで設立されています。 

江南文化財センターが、ホームページ「熊谷市の文化財」とと

もに開設し運営している「熊谷市 web 博物館」は、そのようなデ

ジタルミュージアム構築に向けた大きな可能性を持っています。 

今後、熊谷市全体における文化財データの収集を行い、文化財

の画像や動画をサイト内で紹介するなど、内容の充実化を図って

いく予定です。web 博物館を通して、熊谷市の文化財や文化財保

護事業をより多くの方たちに紹介し、発信することを目標に、多

岐にわたる文化財の調査の充実化を図ってまいります。  

                     

 

 

編集後記  

前回の創刊号に続く第２号は、平成２２年の新春号として発行

いたしました。文化財は、人類の長い歴史の中で築かれてきた文

化や営まれてきた生活の証（あかし）であります。文化財センタ

ーでは、これらを未来に引き継ぐために、文化財保護事業を進め

ています。本情報誌を通じて、さらに文化財保護の輪が大きく広

がりますことを祈っております。 

なお、「市報くまがや」１月号に江南文化財センターの特集記

事が掲載されています（２８～２９頁）。こちらもあわせてご覧

ください。 

URL: http://www.kumagaya-bunkazai . jp/museum/index.htm

熊谷市 web 博物館のサイト 

発行：平成２２年１月２０日  
熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ホームページ：文化財概要、埋蔵文化財の取扱方法、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載 

「熊谷市の文化財」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/ 

「熊谷市 web 博物館」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 
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TOPICS 
文化財防火デー 

１月２６日（火）、上之村神社（上之）と古宮神社（池上）に

おいて、消防訓練と防火管理状況の査察を実施しました。 

昭和２４年１月２６日、法隆寺金堂壁画が焼損したことをき

っかけに、文化庁は同日を「文化財防火デー」と定めました。

この日を含む期間において、文化財を火災・震災やその他の災

害から守るためのキャンペーンが全国的に展開されています。 

 熊谷市においても、毎年、熊谷市文化財保護審議会委員、熊

谷市消防本部の協力を得て、市内指定文化財の消防訓練や防火

管理状況の査察および指導を行っています。 

上之村神社では、拝殿付近で出火したという想定による消防訓練を行い、氏子・自警消防団による初期

消火訓練、消防団の成田分団による放水訓練などを実施しました。古宮神社では、市指定文化財の「獅子

頭」が保管されている建物などの防火管理状況を確認し、緊急時の対応方法について意見交換を行いまし

た。[防火デー実施状況：消防本部主催・龍淵寺（２４日）、歓喜院聖天堂主催・消防本部協力（２６日）] 

 

重要文化財歓喜院聖天堂の公開イベント 

 妻沼の歓喜院聖天堂では、平成１５年から本殿の保存修理工事を実

施していますが、本殿を覆っている仮設の屋根と足場が平成２２年

３月で撤去されるにあたり、完成した建物上部を希望者に有料で公

開するイベントが、平成２２年３月２５日～３１日に行われました。 

 ７日間という短い間にもかかわらず、合計で１，１２６人もの参

加者があり、漆で昔の姿を取り戻した見事な本殿や、金箔や鮮やか

な彩色が施された数々の彫刻に見入っていました。 

本保存修理工事は、平成２２年度に全てが終了し、平成２３年６

月に一般公開される予定となっています。                   修 理 が終 了 した本 殿 軒 下 の彫 刻 と彩 色  

 

市指定無形民俗文化財「小江川獅子祭り」 

平成２２年３月１３日（土）、市内小江川の高根神社および小江川

地区内にて市指定無形民俗文化財の小江川獅子祭りが開催されまし

た。この祭りは、高根神社の春祭りとして行われるもので、上尾市

の八枝神社から借り受けた「お獅子様」を担いで、高根神社から地

区内を廻り、春の到来を告げる風物詩となっています。戦後の時期

から長い間中断していましたが、平成になると復活の機運が高まり、

今日では多くの地元住民が参加する重要な伝統行事として盛り上が

りを見せています。 

地 区 内 を巡 回 する「お獅 子 様 」 

     

４月２０日

第 3 号

発行：熊谷市立江南文化財センター 

平成 22 年  
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掘 立 柱 建 物 跡  

埋 蔵 銭 クリーニング作 業 風 景  

市内遺跡発掘情報                                                     

前中西遺跡「大型掘立柱建物跡と河川跡発見！」 

今年の１月から３月にかけて、上之地区の区画整理事業に伴

う平成２１年度第３回目の発掘調査を実施しました。前中西遺

跡は、弥生時代中期から後期にかけての大規模かつ広範囲に営

まれた集落が発見されていることで注目されています。 

 今回の調査では、弥生時代中期や古墳時代後期の竪穴住居跡、

飛鳥時代から奈良時代の掘立柱建物跡、河川跡など多数の遺

構が発見されました。特に注目すべきは、大型の掘立柱（ほ

ったてばしら）建物跡の発見と、古墳時代前期まで現役だった河川跡の発見です。掘立柱建物跡は、律令

制度が始まる奈良時代直前前後の 7 世紀末～８世紀初頭（今から約１，３００年前）のものと考えられ、

桁行４間以上、梁行２間以上（床面積５５㎡以上）の大規模な建物（地面に掘った穴に直接柱を立てて造

った高床式のものが想定できる）で、柱の根元が残った柱穴もありました。この建物は、規模が断然大き

いことから、役所など特殊な機能をもつ建物と考えられます。 

 一方、河川跡は旧流路で、ここからは量は少ないものの弥生土器、磨製石斧（ませいせきふ）、土 師器

（はじき）のほか脚付盤という容器などの木製品も出土しました。特筆すべきは、河川跡を覆うように古

墳時代の６世紀初頭（今から約１，５００年前）に群馬県榛名山が噴火した際に降った火山灰が積もって

いたことです。これにより、この火山灰が降った頃には、河川が埋まっていて機能していなかったことが

推定できました。 

 

諏訪木遺跡出土埋蔵銭最新情報！ 

平成 20 年度に市内上之の諏訪木遺跡で出土した埋蔵銭は、その出土状態の良さや枚数の多さから各マ

スコミに取り上げられ、大きな反響を呼びました。 

埋蔵銭は発掘現場から土の付いた状態で取り上げましたが、時間の経

過とともに乾燥が進み、土台のひび割れや古銭の崩落等が生じてきまし

た。そこで平成 21 年度に土台の固定、クリーニング（埋め土や容器の

痕跡と思われる植物片の除去）、現状の図面作成作業を実施しました。ま

た崩壊してしまった場合、出土状態を復元できるように３Ｄ計測も行い

ました。３Ｄデータときれいになった埋蔵銭の写真をホームページ「熊

谷市の文化財」に掲載いたしましたので、どうぞご覧ください！ 

 

連載 埋蔵文化財の保護活動 第３章 試掘調査の方法② 
 試掘調査での遺跡の確認は、遺物の有無と遺構（人為的な痕跡）の有 無 に

よりわかります。遺物は土器や埴輪、石器などが出てくるか見ます。土 器 は

江戸時代以降の新しいものか、古いものかで判別します。自然の石と石 器 の

違いは、加工の痕跡を見極めます。遺構は自然堆積の地層（地山）と人 為 的

な痕跡が埋没した土（覆土）を見極めます。具体的には、１．土の色、 ２ ．

締り・固さ、３．混入物、４．覆土範囲の形状の違いで確認します。右 の 写

真は発掘調査で住居跡を見つけた状態です。                             
                             

出土品展示情報 

埼玉県立さきたま史跡の博物館 企画展「埼玉古墳群とその周辺『稲荷山』出現以前の古墳」  
 3 月 13 日（土）～5 月 16 日（日）午前 9 時～午後 4 時 30 分 月曜休館 

  展示品：塩古墳群から出土した土師器など 

江戸東京博物館 発掘された日本列島 2010 地域展「古代武蔵国の郡衙」 

6 月５日（土）～7 月 25 日（日）午前 9 時３０分～午後５時 30 分（土曜は延長）月曜休館 

展示品：西別府祭祀遺跡の滑石製模造品と西別府廃寺の瓦・瓦塔など 
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文化財センター事業報告 

市指定文化財「算額」調査  

２月上旬、代地区の所有者宅において、市指定文化財「算額」の管理状況の

確認調査を行いました。算額とは、算術の問題などを記した木製の額のことで

す。今回調査したのは、弘化４年（1847）３月、関孝和から七伝目の和算家で

ある代島亮長（久兵衛）が代（宮ノ下）にあった諏訪神社へ奉納した算額です。

現物については、墨字の薄れが見られましたが、保存状態は良好でした。額の

大きさは、１８９×８４cm あり、その中に一つの問題が提示されています。題

意としては「一寸六分の直径の両端から四本の弦を引き、弦と円周の空間に等

円を内接させた場合、その円が最大となる時の等円の直径はいくつになるか、

答 等円の直径四分 計算は一寸六分を四で割って等円の直径四分となる」と

いうものです。皆さん、解けましたか。                             算 額 に示 された算 術 の問 題  

 

国指定史跡宮塚古墳説明板設置 

 ３月下旬、国指定史跡宮塚古墳の説明板を広瀬地内に設置しました。宮塚古墳は、全国的にも珍しい上

円下方墳という墳形で、昭和３１年に国指定史跡として指定されま

した。この熊谷市内唯一の国指定史跡である宮塚古墳への関心を高

めてもらうことを目的に、説明板の図案や文言を検討し、設置に至

ったものです。説明板には、墳形の測量図、宮塚古墳の所在する広

瀬古墳群の説明についても記載しました。 

 熊谷さくら運動公園内の、市道「宮塚古墳通り」に隣接する箇所

に設置しましたので、近くへいらした時は、説明板をご覧いただき、

是非、宮塚古墳を見学してみてください。 

 
文化財探訪 根岸家長屋門①―根岸家の歴史と共に 

市指定文化財「根岸家長屋門」は江戸後期の寛政年間に建築

されたと推測され、その後の拡充を経て、明治維新という急速

な近代化の中で、根岸家の人々ともに歴史を刻んできました。 

当所冑山村の名主家であった根岸氏は荒川船運や水田・酒造

などの家産を興し、幕末に当主であった根岸伴七（友山）は草

莽の志士たちとの交流を持ち、「尊王攘夷」運動にも参加してい

ます。自身も各地を遊歴したと伝えられ、長州藩毛利家のお役

御用も勤めました。江戸との往来も頻繁で、多くの文人やゆか

りの人たちが根岸家の長屋門をくぐっています。友山は、根岸家の顔である長屋門を意識的に使っている

ように思われます。邸内の一部の「三余堂（さんよどう）」と名付けた学問所へ寺門静軒を招き、自身が

北辰一刀流の千葉道場で剣を学んだことから「振武所（しんぶしょ）」という武道場も開き、地元の青年

たちへむけて学問と武道の教育に力を注ぎ、新しい時代への備えをさせようとしました。  

この長屋門は、二層造、瓦葺で東に寄せて門口としています。広い間取とした西側の部屋を武道場とし

たとされ、明治以後は物産の展示場、養蚕部屋としても使われ、西へ取り付く長屋には博物館のさきがけ

とされる「蒐古舎（かいこしゃ）」を開館し、吉見百穴の出土品などの考古資料を展示していました。 

 本年、根岸氏はものつくり大学横山研究室の協力を得ながら、屋根を主とした緊急の改修工事を実施し

ています。市では長屋門を保存していくため、根岸氏へ補助金を交付し、改修事業を進めています。次号

では長屋門の建築構造について紹介します。 
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発行：平成２２年４月２０日  
熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ホームページ：文化財データ、埋蔵文化財の取扱方法、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載

「熊谷市の文化財」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/ 

「熊谷市 web 博物館」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 

問題 次の 四角 に入る言葉をそれぞれお答えください。 

① 熊谷市にある唯一の国指定史跡は 宮塚古墳 （４文字）である。 

② 妻沼にある重要文化財 歓喜院聖天 （６文字）の一般公開は、平成２３年６月に予定されている。 

応募方法：ハガキに、①と②のクイズの答え・住所・氏名・年齢・電話番号をご記入の上、平成２２年

７月３０日（金）までにご応募ください（１人につき１通）。 

応募先：〒360-0107 熊谷市千代３２９番地 江南文化財センター 

正解者の中から抽選で１０名に、市内文化財ポストカード（３枚組）を差し上げます。 

（景品の発送をもって当選発表とさせていただきます。） 

文化財コラム 古代との遭遇・第３話 地上に残った大円墳―大塚古墳― 

彩の国くまがやドームの東 350m ほど先のこんもりした森、ここに市指定史

跡の大塚古墳があります。これは直径 35ｍ、現高 3.5ｍを誇る円墳です。昭和

５７年７月、古墳中央の石室は、天井石が落ちかけ危険な状況になっていたた

めに、天井石を安全な場所に移し、兼ねて石室の調査をすることにしました。

地元の人の話では、昔はこの中に人が集い、宴を開いたこともあったそうです。

かぶさった泥を除けていくと、天井石は半円形で天井部のちょうど半分の大き

さでした。天井石の移動には、庭石運搬のプロである植木屋さんに頼みました。

その石を目にした彼は「こりゃ３トン以上はあるでー」と驚きとも嘆きともと

れる声を漏らしました。しかし、チェーンと滑車を巧みに使い天井石を徐々に

外へ移動してくれました。天井石を除き、きれいにした石室の中は驚きの連続でした。 

石室は樽型で長さ 4.2ｍ、最大幅 3.4m の広さがありました。奥の壁になっている１枚の緑泥片岩の高

さは 2.75ｍもあり、左右の壁に使われた角閃石安山岩は精巧に削られて上下左右隙間なく組み合わさっ

ていました。その壁は上に行くほど大きな石（30×40×50 ㎝）が使われており、内面全体を通しで削ら

れているのです。その上、横の列はほぼ同じ大きさの石が使用され、時には下の石との段差を鍵型に加工

していました。全体では上に行くほど狭くなるようなドーム型に、そして奥の壁も内側に１０°程度の傾

斜を形作り、重い天井石の重量を全体的に分散させる見事な設計で作られていたのです。その場にいた全

員はその精密な様子に見とれてしまいました。そんな高度な技術力を結集した石室を持つ大塚古墳は、１

４００年もの間、地元の方々に保護され続けています。 

 

☆クイズ de 文化財？ 文化財クイズに答えて、素敵な文化財グッズを手に入れよう。 

編集後記  
 1964 年、イタリア・ヴェネツィアにおいて採択されたユネスコ

「記念建造物および遺跡の保全と修復のための国際憲章」は、その

後の各国における文化財保護行政の指針となりました。その憲章で

は「オーセンティシティー（Authenticity）」という概念が示されて

おり、日本では「真正性」という訳語が当てられています。これは、

主に建造物や遺跡が持つ本物の美的価値や歴史的価値のことを意味

します。本誌では、様々な文化財保護の現場を紹介しましたが、文

化財・文化遺産のオーセンティシティーを後世に伝えるために、ど

のような方法が可能か、皆様と情報を共有できたら幸いです。 
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星溪園で俳句を－俳句入門講座－ 
日 時：９月１６日（木）、１０月７日（木）、 

１ ０ 月 １ ４ 日 （ 木 ）、 １ ０ 月 ２ ８ 日 （ 木 ）、

１１月４日（木）全５回 

１３時３０分～１６時（休憩を含む） 

会 場：星溪園（星溪寮）   

講 師：伊佐山春愁氏 

費 用：５００円（資料代） 

定 員：２５名（定員になり次第締切） 

申 込 み ： ９ 月 ８ 日 （ 水 ） ま で に 、 江 南 文 化 財 セ ン

ター（０４８‐５３６‐５０６２）へ 

 

TOPICS 
西別府遺跡発掘状況 

６月から７月にかけて、西別府遺跡群の中の西別府遺跡・西別府廃寺

において確認調査を実施しました。 

 今回の調査では、古墳時代後期（７世紀後半）から平安時代（１０世

紀後半から１１世紀前半）までの竪穴建物跡が８軒以上、奈良時代から

平安時代の溝跡が８条、土坑、ピットが確認されました。 

 古墳時代後期の竪穴建物跡は、いずれも西壁にカマドを設置し、一辺

が４ｍを超す大型のものでした。また、奈良時代（８世紀前半）の竪穴

建物は、鉄製品を作る際に出る鉄くず（鉄滓）や鞴（ふいご）に風を送る送風管である羽口（はぐち）、

などとともに大量の炭化物や焼土が出土し、鉄製品を作る作業所として利用されていたことが分かりまし

た。これは小鍛冶（こかじ）と考えられる遺構です。さらに、この小鍛冶竪穴建物跡がある場所は、最大

幅２．７ｍの区画溝に囲まれていて、この溝跡からは、奈良時代から平安時代までの土器や瓦が出土しま

した。この溝が溝内の北西部にあたる施設を囲む機能があったと推定されます。 

今回の確認調査では、古墳時代後期に展開していた集落域において、奈良時代に入るに併せて、おそら

く幡羅郡役所の一部として機能した区画溝に囲まれた施設ができ、平安時代の終末には、再び一般の集落

域となっていった変遷があることが分かりました。 

 

前中西遺跡・諏訪木遺跡パネル展示 
６月１日より熊谷市立妻沼展示館において前中西（まえなかにし）

遺跡と諏訪木（すわのき）遺跡のパネル展を開催しています。２つ

の遺跡は市内上之に広がる遺跡で、区画整理事業に伴い、平成８年

度から発掘調査を実施しています。 

今回のパネル展では、平成 20・21 年度に実施した発掘調査の成

果を中心に前中西遺跡は弥生時代、諏訪木遺跡は室町時代の埋蔵銭

について展示しています。展示は 12 月まで行う予定です。みなさ

んぜひご覧ください。 

 

文化財センターイベントのご案内 

     

７月２０日

第４号

発行：熊谷市立江南文化財センター 

平成２２年

古墳時 代後 期竪穴 建物 跡（右 上北 ）

あなたも古代人 
日 時：7 月 21 日（水）、23 日（金）、28 日（水）

30 日（金） 

8 月 4 日（水）、6 日（金）、11 日（水） 

午前の部 10：00～12：00   

午後の部 14：00～16：00 

内 容：まが玉づくり（材料費 1 人 250 円） 

土器に触れる（無料）・火おこし（無料） 

定 員：各先着 20 人程度 

会 場：江南文化財センター  

申込み：当日会場にて（開始 5 分前まで） 
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埼玉県立さきたま史跡の博物館 最新出土展「地中からのメッセージ」  
 ７月 1７日（土）～８月３１日（日）午前 9 時～午後 4 時 30 分 月曜休館 

  展示品：前中西遺跡から出土した土器棺墓、土器、石器など。諏訪木遺跡の木製品など。 

 

江南文化財センター テーマ展 「熊谷の土偶―西城切通遺跡を中心として」 

７月２０日（火）～１０月１日（金）午前 9 時～午後５時（土曜・日曜・祝日休館） 

展示品：妻沼地域の西城切通遺跡から出土した土偶や土器など 

旧遺跡範囲新範囲 

遺構・遺物確認 

遺跡範囲拡大のイメージ 

市内遺跡発掘情報                                                     

前中西遺跡「古墳時代の集落を確認」 

 ６月～７月半ばまで上之区画整理地内における前中西遺跡の発掘調査

を行いました。古墳時代前期～後期の竪穴建物跡を４軒、溝跡を４条な

どが見つかりました。溝跡のひとつは、約３ｍ幅の大きなもので、覆土

（埋まっていた土）からは大量の土器片を検出しました。その中で、高

坏という祭祀遺物が数点確認され、水辺でのお祭り（儀式）が行われた

可能性が考えられます。調査箇所の地面は、礫が混じる土層であり、非

常に固い地盤でした。昔の集落も安定した地盤を選んで営まれたのでし

ょうか。                       
         

前中西遺跡「弥生時代の竪穴住居跡から土器がまとまって出土！」 

 ６月中旬から下旬にかけて市内上之の前中西遺跡において個人住

宅建設に伴う緊急の発掘調査を実施しました。今回の調査では遺跡

の主体となる弥生時代（約 2,000 年前）の竪穴住居跡が３軒、古墳

時代（約 1,400 年前）の溝跡が１条、時期不明の土坑が１基見つか

りました。弥生時代の竪穴住居跡からは大量の遺物（土器や石器等）

が出土し、このうち規模が 10ｍを超える１号住居跡からは、残りの

良い土器（壺や甕）がまとまって出土しました。 

 
 

連載 埋蔵文化財の保護活動  

第４章 埋蔵文化財包蔵地と隣接地について 

 埋蔵文化財を保護するためには、どこに遺跡、いわゆる「埋

蔵文化財包蔵地」があるか把握する必要があります。遺跡の所在

や範囲は、未確定な部分がありましたが、耕作などにより地表面

へ土器が出ている箇所があり、これらを担当職員が現地を歩いて

確認した実績によって、最初の遺跡地図が作成されました。 

その後、より精確な遺跡地図を作成するため、試掘調査を行い、

実際に遺構・遺物があるか確認する作業を続けています。そのた

め、遺跡の範囲を状況に応じて変更する場合もあります。遺跡（埋

蔵文化財包蔵地）範囲の未確定な箇所については、拡大ないし縮小する可能性があることから、遺構・遺

物が確認される可能性がある場所を「隣接地」として取り扱い、保護対象の地域としています。これらを

示した埋蔵文化財包蔵地概略図を作成し、文化財センターや開発審査課などで配付しています。 

 

出土品展示情報 

溝跡で 見つ かった 高坏 （たか つき ）

弥生土 器が 見つか った 様子 
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文化財センター通信 

市指定文化財「金銅大日如来坐像」傍示標の設置  

 ５月末、市指定文化財「金銅大日如来坐像」（有形文化財・

彫刻）の傍示標を、仏像が安置されている西別府地内の安楽

寺観音堂入口に設置しました。この金銅大日如来坐像は、彫

刻的にも秀逸な仏像でありますが、平成元年に発生した観音

堂火災の際にも奇跡的に焼失を免れたという逸話があります。

その後、地域住民を始めとした安楽寺の檀家の方々による寄

付により平成１４年に観音堂が再建され、仏像にとり良好な状況下で保管され

ています。現在では、徒歩で西別府周辺の文化財巡りをする人々が増えており、

その際の目印として生かしていただけたらと期しています。 

 

市指定文化財「いぬ桜」確認調査 

 6 月上旬、三ヶ尻にて市指定文化財天然記念物「いぬ桜」の確認

調査を行いました。前年の同時期に調査を行った際には、周辺部に

おける雑草や雑木の繁茂が見られ、樹木本体への影響が懸念されて

いましたが、今回においては除草等の管理が適宜行われていること

が垣間見られ、枝葉の生育状況も良好でありました。 

 この「いぬ桜」の存在は、天保 3 年に渡辺崋山が完成させた三ヶ

尻の地誌、「訪瓺録（ほうへいろく）」の運派塚の項にも示されてい

ます。樹齢は約 280 年として推定されており、毎年、5 月中旬に白

色の特徴的な小花を咲かせます。 

 

文化財センター壁面緑化  

「あっぱれ！熊谷流」プロジェクトの一つである「花緑いっぱい・壁面

緑化推進事業」として、本年も江南文化財センターの壁面緑化に取り組ん

でいます。6 月半ば、プランターと、網を掛けた手作りの木組みを設営し、

ゴーヤやヘチマ、ひょうたんなどのつる植物を育てています。文化財セン

ターにお越しの際には、展示品の観覧と共に、日々成長を続ける生き生き

とした植物の様子や、緑のカーテンがつくる日陰の涼しさを体感してみて

はいかがですか。 

 

文化財探訪 根岸家長屋門②―修理工事について 

平成 22 年度に入り、市指定文化財の補助事業として根岸家長屋門

の修理工事が始まりました。今回の修理は改築後、ほぼ一世紀を経て

行われたもので、屋根瓦を全部降ろし、屋根を支える隅木や垂木など

の補修を行う大掛かりな事業となっています。修理事業は根岸家の現

当主が中心となり、技術指導をものつくり大学横山研究室が行い、文

化財修理を専門とする建築業者が請負って実施しています。 

修理の状況や修理過程で判明した知見などは、後に修理報告書とし

てまとめる予定ですが、建築材に古材使用が目立ち、当初の茅葺屋根

から現在の瓦葺に変えていることが想定されるようです。また、かつて養蚕を行ったと見られる繭玉の発

見もありました。修理は 9 月には終了します。雨漏りも解消し、まもなく長屋門にかつての偉観が戻りま

す。秋の散策シーズンには、根岸家を含め大里地域の文化財を巡るコースもお勧めします。 
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発行：平成２２年７月２０日  
熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ホームページ：文化財データ、埋蔵文化財の取扱方法、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載

「熊谷市の文化財」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/ 

「熊谷市 web 博物館」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 

文化財コラム 古代との遭遇・第４話 古墳時代終末期の八角墳―籠原裏 1 号墳― 

「石がまっすぐ並んでるよ」、「こっちもそうだよ。でも、こっ

ちは向きが違うよ」という作業員さんの声を聞きながら、「そこは

そのままにして西側に移って行こう」という調査員の指示で墳丘

の残存部上面を東から西へ削って遺構の確認をしていきました。

その結果、中央部に徳利型をした石室（死者を埋葬する施設）が

あり、中からは腰に大刀を水平に下げる刀装具が発見され、この

古墳の被葬者の地位が高いことが判明したのです。さらに、この

主体部を挟んで西側の墳丘端にも最初に東側で確認された折れ曲

がる直線の石組みと対称を成す石組みが確認され、円墳ではなく

多角形墳である可能性が非常に高くなってきました。しかもそれぞれの内角が 135 度前後を示すことか

ら平面形が八角形となり、地方では非常に希少な八角墳（八角形墳）であることが分かったのです。 

古墳の位置はＪＲ籠原駅すぐ北側（国道 17 号線より南）の台地上にあり、平安時代の大洪水で埋まり

さらに上部は削られ、桑畑になっていて古墳の存在は知られていませんでした。その後、区画整理事業で

発見され、第３話の大塚古墳と同様に埴輪をもたなくなった時期である古墳時代終末期（７世紀後半）に

築造された古墳であることが分かりました。この特異な形の古墳は、北約２㎞に同時期に造られる幡羅（は

ら）遺跡や西別府祭祀（にしべっぷさいし）遺跡などと密接な関連性が想定され、重要度を増しています。 

 

文化財 MEMO 
 報告書販売について  

       

 今後の文化財関連カレンダー 

 

編集後記  
 「ドレスデン・エルベ渓谷」が、景観を損ねる橋建設により、

ユネスコ世界遺産リストから抹消されて約１年が経過しました。

渋滞緩和を目的とした橋建設計画を実行するか、美しい景観の

維持を重視するかという判断を住民投票に委ねたところ、建設

賛成派が過半数を超え、計画が実行されたのでした。ここに見

るような文化財と開発の関係は、本市の文化財保護行政におい

ても重要な課題であり、文化財の持続可能な未来に向けて検討

を続けていきたいテーマであると言えます。 

 なお、前回、クイズを出題しましたところ、市外遠方からもご

応募をいただきました。ありがとうございました。 

江南文化財センター窓口において埋蔵文化財調査報告書の販売を行っています。「女塚遺跡・女塚 4

号墳」、「三ヶ尻遺跡」、「北島遺跡」、「前中西遺跡」、「籠原裏古墳群」、「拾六間後遺跡」、「諏訪木遺跡」、

「藤之宮遺跡」などの報告書を、500～2,000 円の価格で販売しています。詳しくは、江南文化財セ

ンターまでお問い合わせ下さい。なお、各報告書のＰＤＦ版はホームページにて公開しています。 

8 月：上新田屋台囃子（21 日）、下恩田ささら獅子舞（22 日）、池上獅子舞（28 日） 

9 月：星溪園で楽しいお茶会（19 日）、俳句入門講座（16 日～） 

10 月：須賀広秋祭りササラ（中旬）、押切ささら獅子舞（中旬） 

11 月：県民の日イベント（14 日）、歓喜院竣工式（18 日）、第３回地域伝統芸能今昔物語：大里（23 日）
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TOPICS 
県民の日・文化財イベント 

埼玉県民の日である１１月１４日（日）、文化財イベントを市内各地で開催しました。 

江南文化財センターにおいては、「まが玉づくり・火おこし体験」を開催し、小学生の児童を中心に

約４０名が参加しました。真剣なまなざしで、世界で一つだけのまが玉を作り上げていました。 

星渓園（鎌倉町）においては、埼玉県立熊谷女子高等学校・埼玉県立熊谷西高等学校・立正大学の

茶道部にご協力いただき、お茶に親しむ会を開催しました。今

年は天候にも恵まれ、合計１３７人もの参加者が来園し、日本

の伝統文化である「一期一会」のお茶を楽しんでいました。 

国登録有形文化財の坂田医院旧診療所（妻沼）においては、

「近代化遺産全国一斉公開 2010」の一環として、内部の一般

公開を開催し、県外からも含め約６０名が来場しました。映画

の撮影で使用されることの多い、旧診療所のレトロな雰囲気を

味わいながら、写真撮影をするなど、多くの方がじっくりと建

物と向き合う様子がありました。                  お茶 に親し む会 

 

第３回地域伝統芸能今昔物語 
１１月２３日（火・祝）、「第３回地域伝統芸能今昔物語」が大里生涯学習センター「あすねっと」

文化ホールで開催され、市内各地に保存継承されてきた市指定無

形民俗文化財５団体（熊谷木遣、下恩田ささら獅子舞、手島八木

節笠踊り、間々田万作おどり、成沢屋台囃子）と、一般芸能５団

体（熊谷市三曲協会、沖縄舞踊愛好会、大里音頭の会、妻沼八木

節保存会、むさし江南音頭保存会）が共演し、日々修練を重ねて

いる伝統芸能を披露しました。あわせて無形民俗文化財のパネル

展示も行いました。また、無形民俗文化財の披露では、未来の継

承者となる小学生が多く出演し、舞台を盛り上げました。 

        間々 田万 作 おどり 

 

市政宅配講座―伝統芸能の世界「今昔物語」 

 １１月２１日（日）、市政宅配講座・伝統芸能の世界「今昔

物語」を、箱田児童高齢者ふれあいセンターにて開催しました。

箱田地区の市民を中心に構成されている「はこだ友の会」から

の依頼を受け、市内の無形民俗文化財について学ぶ機会を提供

しました。この講座では、平成２１年に開催した「第２回地域

伝統芸能今昔物語」の様子を収録した動画を放映しながら、市

内における伝統芸能の分布や、獅子舞の種類などを中心に説明

しました。この講座では、伝統芸能の楽しさや素晴らしさを皆

さんのところへお届けしますので、ぜひご活用ください。 

     

１２月２０日

第５号

発行：熊谷市立江南文化財センター 

平成２２年
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市内遺跡発掘情報                                                     

前中西遺跡「古墳時代の河川の跡を確認」 

 ７月～10 月半ばまで発掘調査を行いました。衣川の旧流路と考えられる河川の跡や直線に並ぶ杭、

溝跡などが見つかりました。河川跡からは大量の土器とともに、農具とみられる木製品を検出してい

ます。今回は、鋤（すき）、多叉鋤（たまたすき）、田下駄（たげた）、横槌（よこつち）などが見つか

り、いずれも腐らずに残った貴重なものです。溝跡は用水路と

して機能し、集落の生産基盤である農地を支える役割があった

と考えられます。これらは古墳時代後期（６～７世紀）頃のも

のと推測しています。 

 ９月 29・30 日に地元小学校を対象に遺跡見学会を行いまし

た。この他、職場体験、実習の受入なども実施し、259 人の参

加がありました。また、政府間の「バーミヤーン遺跡保存事業」

の一環として日本で研修を受けているアフガニスタン人考古学

者も遺跡を訪れ、識見を深めていました。 

    木 製品の 出土 した様 子 

      

上之地区に弥生時代の竪穴住居出現！ 

１１月１３日（土）、上之地区において古代体験イベント「弥生

時代へタイムスリップ」を開催しました。イベントでは、上之地

区に広がる前中西遺跡で実際に見つかった住居跡をもとに復元し

た弥生時代の竪穴住居や出土した弥生土器や石器などを一般公開

し、まが玉づくりや火おこしなどの体験も行いました。 

このイベントは主に上之地区在住の市民を対象に行ったもので、

４０７名もの参加があり、会場はにぎわいを見せていました。 

                                    竪穴住居 の見学        

連載 埋蔵文化財の保護活動  

第５章 発掘調査報告書の作成について 

 発掘調査報告書とは、埋蔵文化財の発掘作業から整理等作業

にいたる、発掘調査全般の成果を的確にまとめたものです。発

掘調査は、この報告書が適切に刊行されることによって完結し

ます。 

 通常、発掘調査は、埋蔵文化財のうち、開発等で破壊され現

状保存の措置をとることができなかった遺跡を、後世に残すこ

とが目的の記録保存です。したがって、報告書は、破壊される

遺跡の代わりに、後世に残す記録の中で最も中心となるもので、

埋蔵文化財の内容を過不足なく記載したものが求められます。 

 また、発掘作業から整理等作業を通じて得られた情報を、客観的かつ的確に収録したものであると

同時に、理解しやすいものでなければなりません。 

 熊谷市教育委員会は、毎年、発掘作業を実施した遺跡の報告書を刊行して、多くの方々に、その成

果を公表しています。刊行した報告書は、市内・県内をはじめとした図書館や博物館等に配布してい

ます。江南文化財センターおよびホームページ「熊谷市の文化財」でも閲覧することができますので、

興味のある方は、熊谷市の歴史を知る一つの手立てとして、ぜひご利用ください。 
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文化財センター通信 

名園で俳句を―俳句入門講座 

名勝星渓園の星渓寮において、９月１６日から、１０月７日、

１４日、２８日、１１月４日の計５回に渡り、俳句入門講座が

開催されました。 

この講座は、日本の伝統文化である俳句を通して、市の名勝

である星渓園をもっと多くの方に知っていただきたいという趣

旨で始まり、今年で４年目となります。 

講座の開催にあたりましては、創立４０年有余年の歴史を持

つ、熊谷市俳句連盟の皆さんにご協力をいただき、会長であり

ます伊佐山春愁先生に講師をお願いいたしました。伊佐山先生

の丁寧なご指導のもと、２１名の参加者たちは夏から秋へと変わりゆく星渓園の中で俳句の創作に勤

しんでいました。 

 

龍淵寺における傍示標の設置 

 １１月上旬、上之にある龍淵寺に、指定文化財を案内する傍示標を設

置しました。龍淵寺は、鎌倉時代から安土桃山時代にかけて忍城を中心

に勢力を広めた成田氏の菩提寺として、県内有数の古刹であり、複数の

文化財を所有しています。今回設置した傍示標には、「奥原晴湖の墓」（県

指定文化財：旧跡）、「成田氏の墓」（市指定文化財：史跡）、「梵鐘」（市

指定文化財：歴史資料）についての説明を記しました。なお、梵鐘は新

たに建てられたお堂に設置されており、その景観は目を見張るものがあ

ります。設置した傍示標とあわせて、ぜひご覧ください。 

  

 

文化財探訪 根岸家長屋門③―修理工事の完了 

平成 22 年４月から修理事業を行っていた市指定文化財建造物の「根岸家長屋門」は、１１月に工

事を完了し、１２月に竣工式を迎えました。 

今回行った修理の主たる目的は、歪みたわんだ屋根を修復し雨漏りを防止することでした。実際の

作業はすべての屋根瓦を取り去り、腐朽した隅木・棟木・垂木等を交換した上で、割れた瓦を交換す

るなどして葺き直しをしました。屋根瓦は約 12,000 枚に達し、通常住宅の二倍もある分量でした。 

また、当初の長屋門の姿に近づけるため、後世に増築された下屋などを取り払う工事も行いました。

その過程で、かつての長屋門の壁が今まで知られて

いた白壁ではなく灰色を呈した「ねずみ壁」である

ことが判明し、前面の塗り直しも実施しました。 

整然と並んだ瓦の葺き筋や、整った軒の先端を見

上げると、重厚な色調の壁とあいまって、幕末の志

士が通り抜けた時代を思い起こさせます。  

なお、根岸家では門内に小展示室（友山・武香ミ

ュージアム）を新たに設け、来場者への情報発信の

場として活用されることになりました。 

 

修理工事完了後の長屋門 
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発行：平成２２年１２月２０日  
熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 
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電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ホームページ：文化財の紹介、埋蔵文化財の取扱方法、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載

「熊谷市の文化財」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/ 

「熊谷市 web 博物館」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 

文化財コラム 古代との遭遇・第５話 地下に埋もれた前方後円墳― 鎧
よろい

塚
づ か

古墳― 

「カーン、カーン」市内上中条にある鎧塚古墳の発掘調査開

始の杭打ちが始まりました。発掘調査は、まっすぐなトレンチ

（土の埋まり方や遺構の概要を知るための試掘溝）を入れるた

めに決まった方位と距離を保って杭を打つことから始まります。

「ここに打とう」と決めた最初の杭が、これ以上にない、実に

奇跡に近い都合の良い位置で、この発掘の成果を大きなものに

する原因となるとは、この時、夢にも思っていませんでした。 

当地は、地上から見て古墳があるなんて想像もつかない、一面真平な水田地帯の中だったのです。

しかし、杭は水田下に埋もれていた鎧塚古墳の後円部のど真ん中に打ち込まれたのです。先ずこの杭

を中心に東西南北十字にトレンチを入れたところ、なんと北・東・南同じ距離で古墳の縁辺部に埴輪

列がほぼ 20 ㎝間隔で出てきました。径 31.8ｍの円墳であることが分かったのですが、西側が出て

きません。「おかしいなあー」と思いさらに西へ進めると、円の外 12ｍで直線となる墳丘の終わりが

見つかったのです。「すごい、前方後円墳だよー」なんと、当地では初めての発見となる「帆立貝式前

方後円墳」があらわれたのです。昭和５４年夏８月のことです。（寺社下、記） 

                                                 

特集 西別府遺跡群－郡家とそれを支えた祈りと祭り―                              

西別府遺跡群は、熊谷市の西部、深谷市境に所在する西別府遺跡、

西別府廃寺、西別府祭祀遺跡の３遺跡の総称で、古代幡羅郡家（郡

役所）跡である深谷市幡羅遺跡とともに重要な遺跡です。 

 西別府遺跡は 幡 羅 郡 家 の 一 部 と 考 え ら れ 、 調 査 に よ り 平 安 時 代

（９世紀後半～11 世紀後半）の大型掘立柱建物を伴う二重溝区画

が発見され、郡家を構成する重要なブロックとの評価を得ています。

西別府廃寺は、奈良時代（８世紀前半）に創建された寺院で、建立には幡羅郡家の役人が関わり、経

済的・精神的な支えとなっていたと推定されます。西別府祭祀遺跡（右上、現況写真）は、幡羅郡家

ができる少し前の古墳時代後期（７世紀後半）から始められた水の恵に対して行ったお祭りの場所で、

郡家に付属する祭祀場所として機能し、西別府廃寺の僧侶も関わり祈りを捧げていたと考えられます。 

 郡家・寺院・祭祀の３つが揃って発見されている例は全国的にも珍しく、岐阜県弥勒寺官衙遺跡群

に次いで２例目で、現在国指定史跡をめざして、調査・研究を行っています。 
 

編集後記  
 平成２２年は、文化財保護法制定６０周年という記念すべき

年でありました。昭和２４年に発生した法隆寺金堂壁画の焼損

という出来事が発端となり、翌年制定された法律は、有形と無

形の文化財を幅広く類型化するなど、世界的に見ても画期的な

内容を含んでいました。この法律もその後の課題と向き合いな

がら進化を続けています。なお、本年９月、ポーランドで開催

されたＡＳＥＭ（アジア欧州会合）では、「文化財と地球温暖化」

という新たな課題についての議論が交わされました。これはま

さに、夏の猛暑地である熊谷にとっても重要なテーマです。 
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２０１１年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により、犠牲となられた方々のご冥福をお祈

りいたします。また被災された方々に、心からお見舞い申し上げます。

TOPICS
西別府祭祀遺跡出土品が県指定文化財に

３月、西別府祭祀遺跡出土品が新たに県指定文化財になりまし

た。市指定史跡の西別府祭祀遺跡は、西別府に所在する湯殿神社

社殿裏手の湧水周辺に形成された祭祀遺跡で、近年、隣接する西

別府廃寺、西別府遺跡、深谷市幡羅遺跡とともに、古代の郡役所・

寺院・祭祀の遺跡がまとまって確認された遺跡群として、全 国的

に注目されています。                      石製模造品（人形・馬形・横櫛形）

指定された出土品は、人形・馬形・横櫛形・勾玉形など７種類の形代の石製模造品や、吉祥や願文、

呪術的な文字、人名・地名と考えられる文字が墨書された土器など計３５９点です。

これらは、７世紀から１１世紀まで湧水に対する祭祀が継続的に行われていたことや、飛鳥時代に

始まった石製模造品を使った祭祀から奈良時代以降の土器を使った祭祀へと祭祀が変遷していった

ことを示す貴重な一括出土資料群として、指定されました。

＊ 県指定を記念して、出土品展を開催します。（詳細は本誌の最終ページ参照）
  

別府地域出土遺物展示・説明会開催
２月１日から７日にかけて、市立別府公民館において、主に

別府地域の方々に、地元の歴史を知ってもらい、郷土を愛する

気持ちを育んでいただくため、県指定文化財・横間栗遺跡出土

品、古代幡羅郡役所と関連がある西別府廃寺出土品など、別府

地域の発掘調査により出土した土器や石器等の展示を行いまし

た。これに併せて、発掘調査から分かった別府の歴史について

の説明会を実施し、映像を使い分かりやすく説明しました。

期間中、４０３人を数える観覧者、参加者があり、別府地域

をはじめ多くの方々から好評を得ました。                展示会の様子

◇東北地方太平洋沖地震による市内文化財の被害状況について

３月１１日発生の東北地方太平洋沖地震により、市内に多数所在する文化財

のうち、２件が被害を受けました。妻沼にある国重要文化財「歓喜院聖天堂」

では、拝殿南側破風の蛙股が落下し、拝殿と籠堂をつなぐ渡り廊下との接合部

に一部損傷を受けました。また、上中条の常光院境内にある市指定文化財 「天

野氏の墓」の３基ある宝篋印塔のうち２基が一部崩落しました。被害を受けた

文化財は速やかに適切な処置が講じられました。これら２件以外の指定文化財

については、特段の被害は認められませんでした。

一部崩落した天野氏の墓・宝篋印塔

    

４月２０日

第６号

発行：熊谷市立江南文化財センター

平成２３年
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市内遺跡発掘情報                                                            

箱田氏館跡「縄文時代の土偶と古墳時代のお墓を発見！」

１月～３月末まで行った上之地区の発掘調査では、縄文時代後期（約３３００年前）と古墳時代の

初めごろ（約１７００年前）の遺跡を確認しました。縄文時代は竪穴建物跡３軒などが見つかり、谷

状の窪地からは多量の縄文土器や、剣形石製品、石器などが出土しています。また、土偶も多く出土

しており、良好な資料を有する遺跡として注目されます。古墳時代は前方後方形周溝墓と呼ばれる、

お墓が見つかりました。市内では初の事例で、県内でも数例しかありません。お墓の規模は、横幅が

18.8ｍ、縦幅が 14.8ｍで

した。遺物も祭祀に関係す

る土師器や木製品が出土し、

資料的価値の高い成果をあ

げることができました。今

後、整理調査を進めて江南

文化財センターなどで公開

展示を実施したいと考えて

います。

ミミズク土偶が出土した様子  前方後方形周溝墓（人間の位置は１ｍ間隔）

連載 埋蔵文化財の保護活動       
第６章 工事立会                埋蔵文化財の取扱いの流れ

埋蔵文化財の工事立会は、埋蔵文化財包蔵地内

及び近接地における各種開発等に伴い、実施して

います。工事立会の措置を執るケースとしては、

①埋蔵文化財が工事等によって破壊されず、現状

保存される場合、②埋蔵文化財の分布状況が希薄

である場合、③掘削範囲が狭小で試掘調査や本発

掘調査を実施できない場合等があります。

工事立会は、試掘調査とともに遺跡の内容や広

がりを確認するだけでなく、近隣における開発等

から埋蔵文化財を保護するために必要なデータを

収集する役割も担っています。

◇ 平成 22 年度における埋蔵文化財発掘の

届出・照会文書の件数等について

平成 22 年度の各種開発等に伴う届出等の件数

は、文化財保護法第 93 条に基づく発掘の届出が

172 件、照会文書が 95 件の計 267 件でした。

前年度比約 50％の増加となり、過去最高の件数

となりました。措置としては本発掘調査が 2 件、

工事立会が 158 件、慎重工事が 107 件、試掘調

査実施件数は 31 件でした。なお、埋蔵文化財包

蔵地の照会件数は 497 件でした。

今後とも、届出・照会文書の提出をはじめ、埋

蔵文化財の保護にご協力をお願いします。    （様式などは、文化財センター窓口・ホームページにて参照できます。）
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文化財センター通信

星溪園所蔵品展

３月中旬から、星溪園の積翠閣展示スペースにおいて、収

蔵している書画のうち、熊谷にゆかりのある作家の作品を展

示しています。今回展示している作品は、日本美術院（院展）

同人である大野百樹氏の日本画、また地元竹町（鎌倉町）に

て生まれ、明治から昭和時代前期にかけて文展、帝展で活躍

した吉原雅風の水墨画です。

所蔵品展は、１０月２日（日）まで開催し、途中７月頃に

展示替えをする予定です。                             大野百樹『松』（左）・『朝陽』（右）

                                                      
市指定文化財「石像十三仏」傍示標の設置

３月下旬、梅岩院（池上）に所在する、市指定文化財「石

像十三仏」（有形民俗文化財）を案内する傍示標を設置しまし

た。「石像十三仏」は、元和九年（1623）から寛文九年（1669）

にかけて、当地の新井吉兵衛が親族や子供の追善供養のため

に造立した十三体の仏像です。不動、釈迦、文殊、普賢、地

蔵、弥勒、薬師、観音、勢至、阿弥陀、阿閦（ あ し ゅ く ）、大日、

虚空蔵の各仏によって構成されています。このように十三仏

が揃っていることは、県下においても稀であると言えます。

市指定文化財「鎌倉彫前机」の調査

２月中旬、香林寺（東別府）が所蔵する市指定文化財「鎌倉彫前机」（有形文化財・工芸品）の管理

状況調査を行いました。香林寺は、地元別府氏が開山し、４５０年以上の歴史を有する名刹です。

「鎌倉彫前机」は、江戸初期の作と推定され、仏前の花瓶や香炉な

ど置く机として、また、「歓喜天」を祀った厨子を載せる台として使わ

れていました。前机の大きさは高さ 23.4ｃｍ、縦 20ｃｍ、横 60ｃ

ｍであり、格狭間（ こう ざ ま ）と呼ばれる装飾には、前後に橘、左右に

笹の文様が施されています。温和な彫に、黒と朱の漆を丹念に塗り上

げた鎌倉彫の特徴を、年代を経た今でも感じることができます。

文化財探訪 塩古墳群－４世紀から６世紀の時代を今に残す貴重な古墳群

塩古墳群は、市内南西部塩地内の丘陵上に所在する、４世紀から６世紀にかけて造られた古墳群で、

昭和３５年に埼玉県指定史跡に指定されています。

現在７５基の古墳が確認されており、４世紀という古い時代

の古墳群は、県内でもきわめて珍しいものです。古墳の形は、

弥生時代の流れを引き継ぐもので、大小二つの四角形をつなげ

た形の「前方後方形」と四角形の「方形」をしていて、県内の

古墳の始まりを考える上で非常に重要なものとなっています。

平成５年に、古墳の形を確認する発掘調査が行われ、古墳の

周りの溝から、埋葬者に供えられたと推定される土器が出土し

ています。埋葬施設の調査は行われておらず、どのような人物

が埋葬されていたのか、詳しいことは分かっていません。

現在の塩古墳群
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発行：平成２３年４月２０日

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp

ホームページ：文化財の紹介、埋蔵文化財の取扱方法、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載

「熊谷市の文化財」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/

「熊谷市 web 博物館」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm

文化財コラム 古代との遭遇・第６話 流転の短甲武人埴輪
明治 9 年 2 月 2 日午後 4 時、上中条の耕作者によって鹿那祇東古墳から、11

体の埴輪が掘り出されました。掘り出された埴輪たちの多くは保存状態が良好で

した。耕作をしながら発見した人の驚きぶりが目に浮かぶようです。埴輪たちは、

当時の人々の目を引き、見学者であふれたといいます。その大騒ぎによって、数

体の埴輪は壊されてしまいました。しかし、発見した人達の手によって短甲武人

埴輪と馬形埴輪だけは何とかこの難を乗りきり保存されたのです。

短甲武人埴輪はその後、大里冑山の根岸武香氏の手に移り厚く保護されてきま

した。そして全国に紹介されて多くの考古学者の注目を集め、いろいろな 図譜や

論文に用いられ、パリで開かれた万国博覧会にも紹介されるに至ったのです。以

後東京国立博物館に所蔵されていたのですが、太平洋戦争時には再び根岸家に 疎

開しています。そして昭和 33 年には重要文化財に指定され、36 年には東京国

立博物館の所蔵になっています。

こうした流転をくり返した埴輪ですが、顔立ちは端正で、その上気品があり、

頭部と胴部のバランスや全体のプロポーションが理想的なものになっています。

また甲冑は眉庇（ま びさ し ）を付け、鉄筋を鋲留（ び ょう どめ ）した短甲を装着した

的確な表現をしています。そして、最も特徴的なことは、顔の作りにあります。輪郭の整った顔に杏

仁形（ ア ン ズ の 種 の 断 面 形 ）の大きな眼が切り取られ、周囲をヘラ先で押さえて上下の瞼を表現してい

ます。さらに筋の通った鼻から、わずかに盛り上がった眉、薄く開けられた口が絶妙に配されていま

す。このような作風の面からも、この短甲武人埴輪は、国内の武人埴輪の中で他に例を見ないほど秀

作の逸品であると言えましょう。

◇ 県指定記念・西別府祭祀遺跡出土品展のご案内

場所 期間（予定）

第一会場 市立熊谷図書館３階 郷土資料展示室 平成２３年４月２６日（火）～９月４日（日）

第二会場 江南文化財センター 平成２３年５月２３日（月）～７月１５日（金）

休館日（図書館：月曜・第一金曜 文化財センター：土・日曜・祝日）                         

編集後記
東北地方太平洋沖地震により、犠牲となられた方々のご冥

福をお祈りし、被災された方々にお見舞い申し上げます。ま

た、被災地においては多くの文化財が毀損したことが、明ら

かになっています。現在、ユネスコや文化庁を中心として、

研究機関や行政、NPO 等などの幅広いネットワークの構築が

なされ、文化財の被害状況の把握ならびに今後の修復に向け

た働き掛けが行われています。

人類共通の財産である文化財や文化遺産も、紛争、自然災

害、環境破壊、社会構造の変化などにより、充分な保護が図

られず、未来に引き継ぐことが危ぶまれている事案が国内外

において多く存在しています。今回の震災を機に、文化財を

保護する「絆」について再認識できたらと考えています。
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発行：熊谷市立江南文化財センター 

     第７号

７月２５日  
平成２３年

 

TOPICS 
歓喜院聖天堂一般公開 

国指定重要文化財、妻沼聖天山の歓喜院聖天堂は、その技巧

の高さが日光東照宮と比肩しうるものであることから、「埼玉日

光」と称されています。江戸時代に再建されてから、250 年が

経過し、毀損した箇所や剥落した彩色を復元するために、平成

15 年 10 月から約 7 年間の歳月をかけ、「平成の大修理」が行

われました。平成２２年秋の工事終了を経て、平成 23 年 6 月

1 日から、一般公開が開始されました。その後、国内各地から

多くの来場者が訪れ、７月時点でその数は二万人を突破しまし

た。極彩色の蘇った歓喜院聖天堂をご堪能ください。 

 
県指定記念「西別府祭祀遺跡出土品展」開催中！！ 

平成２３年３月１８日、「西別府祭祀遺跡出土品」３５９点が、

県の指定文化財（有形文化財・考古資料）に指定されたことを

記念して、市立熊谷図書館３階郷土資料展示室にて特別公開し

ています。好評のため、年内まで展示期間を延長します。 

 西別府祭祀遺跡は、西別府・湯殿神社裏のかつて湧水のあっ

た堀の周辺に形成された遺跡で、飛鳥時代から平安時代後期に

かけて継続的に、豊富な湧水に祈りを奉げていた祭祀跡です。 

 展示は、この祭祀を特徴づける石製模造品、土器、土錘など

の計８３点を、時期を追って展示し、祭祀の実態や変遷が分か

るよう工夫しています。是非、この機会に、熊谷市の歴史を物

語る貴重な文化財をご覧ください。 

 

 

市政宅配講座「わかりやすい星溪園」 
６月下旬、市政宅配講座「わかりやすい星渓園」を、星渓園にて行い

ました。35 人の受講者の方に、星渓園の建物・庭園について解説を行

いました。受講者からは、星溪園を身近に感じることができ、開催され

る茶会などのイベントにも参加したいというご感想を頂きました。文化

財センターでは、この他に埋蔵文化財や伝統芸能などの市政宅配講座を

用意していますので是非ご利用ください。 

 

 

 

 

星溪園うちわ祭茶会 
 熊谷うちわ祭の巡行祭が行われた７月２１日に、星溪園にお

いて茶会を開催しました。このイベントは京都の祇園祭に併せ

て行われる茶会にちなんで、熊谷茶道協会との共催で開催した

ものです。当日は台風の接近に伴い天候が危ぶまれていました

が、快晴となり、約５０名の来場者が冷涼な星溪園の庭園を眺

めながらお茶を楽しんでいました。 
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市内遺跡発掘情報                                                     

前中西遺跡「弥生時代から奈良・平安時代の遺構を確認」 
 ５月～７月まで行った上之地区の発掘調査では、弥生時代後期（約 2100 年前）と古墳時代前期（約

1700 年前）及び奈良・平安時代（約 1200 年前）の遺跡を確認しました。弥生時代は竪穴建物跡３

軒とお墓を検出し、棺とした土器からは管玉４点が出土しています。古墳時代前期の溝跡からは、祭

祀の土師器（高坏・器台・坩）と槽（木製品）がみつかりました。また、奈良・平安時代の溝跡から

は漆の塗られた須恵器と土師器、桃の種、墨書の残る木簡、経巻具（機織具の一部）が出土していま

す。墨書の残る木簡は市内で初めて確認されました。いずれも水辺の祭祀に関する遺物と考えられ、

貴重な発見となりました。 

      

出土した木簡    「奉」か？               古墳時代のお祀りの跡 

新連載 くまがやの古墳群 

熊谷市には、１０００基以上の古墳の所在が考えられ、その多くが群を

なして存在する古墳です。また、大半の古墳は、古墳時代後期のおおむね

６世紀から７世紀末までのものです。今回から新連載として、市内の古墳

群についてご紹介していきます。 

① 別府古墳群 
 別府古墳群は、主に東別府地区の櫛挽台地北東端付近に点在する古墳時

代後期の古墳群で、前方後円墳・カンニチ山古墳のほか１６基の存在が確

認されています。その多くは墳丘を失い、現在はほとんど見ることができ

ません。いくつかの古墳については調査され、埴輪等の出土品が知られて

います。現在、埼玉県立さきたま史跡の博物館所蔵の農夫埴輪（写真）は、

本古墳群のヤス塚古墳出土のものです。 

 

 
○平成 22 年度刊行の埋蔵文化財調査報告書について 

平 成 22 年 度 に 以 下 の ４ 冊 の 埋 蔵 文 化 財 調 査 報 告 書 を 刊 行 い  

たしました。これらの報告書は江南文化財センター及び市立図書

館で閲覧できます。また当センターのホームページ「熊谷市の文

化財」でも公開していますので興味のある方はぜひご覧下さい。 

 

 

右：『埼玉県指定史跡 塩古墳群』報告書 

 

報告書名 所在地 時 代 

『円山遺跡』 箕輪（大里） 弥生､奈良･平安時代 

『前中西遺跡Ⅵ』 上之（熊谷） 弥生､古墳､奈良･平安時代､中･近世

『埼玉県指定史跡 塩古墳群』 塩（江南） 古墳時代 

『瀬戸山遺跡・山ケ谷戸遺跡』 楊井（熊谷）／上根（妻沼） 奈良･平安時代／古墳～近世 
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文化財センター通信 

わが街熊谷遺跡めぐり（立野・前中西） 
 江南文化財センターでは、平成 19 年の開館以来、「わが街

熊谷遺跡めぐり」と題し、市内の遺跡を紹介するテーマ展を

行っています。今年度ご紹介するのは、立野遺跡（板井）と

前中西遺跡（上之）です。立野遺跡では、古墳時代及び平安

時代の住居跡から出土した土器、中世のお墓から出土した土

器や五輪塔、茶磨など、前中西遺跡では「最新出土品展」と

題して遺跡の主体となる弥生時代の住居跡やお墓から出土し

た土器や石器、土偶などを公開しています。展示は立野遺跡

が 10 月末、前中西遺跡が 11 月中旬までの予定です。みな

さんぜひ当センターにて、熊谷の歴史に触れてみてはいかが

でしょうか？ 

 

 

熊谷市文化財日記の開設 
この度、「熊谷市文化財日記」というブログを開始しました。 

江南文化財センターでは、日常どのような仕事をしているのか疑問に

思っている方も多いと思います。そこで、江南文化財センターで日常

行っている仕事や各種行事・事業のお知らせ等について、ブログ形式

でほぼ毎日、最新情報を発信していきます。 

ＵＲＬは、http://kumagayasibunkazai.blog.so-net.ne.jp/ です。

ぜひご覧ください。 

                    

                            

文化財ドクター派遣事業 
 

現在、東日本大震災によって被害を受けた県を中心に、文化財建造物へ

の被害状況を把握し今後の修復に生かすための「東日本大震災被災文化財

建造物復旧支援事業（文化財ドクター派遣事業）」が実施されています。本

市においては、この事業の一環として、５月下旬、日本工業大学の黒津高

行教授を中心とした研究グループと共に市内建造物の調査を行いました。 

 国登録有形文化財建造物「坂田医院旧診療所」、県指定有形文化財建造物

「龍泉寺・観音堂」（妻沼・善ヶ島）、市指定有形文化財建造物「四脚門」

（妻沼歓喜院）、国登録有形文化財建造物「日本聖公会熊谷聖パウロ教会礼

拝堂・門」の現地調査を行い、坂田医院旧診療所においては地震によって

生じたと思われる毀損箇所の確認を行いました（写真）。          

  

                           

文化財探訪 平山家住宅－県内最大規模の農家住宅 

平山家住宅は、市内樋春地内の荒川右岸に位置している江戸時代に建てられた農家住宅で、昭和４

６年６月２２日に国の重要文化財に指定されています。 

建物は、桁行 19.3m、梁間 10.9m の入母屋造り茅

葺の平屋建てで、農家住宅としては県内最大規模とな

ります。 

間取りは三間取大型広間型で、吹き抜け天井となる

四十畳の広い土間には造りカマドが築かれており、右

手にはウマヤが２室設けられています。露出した梁組

の用材には、曲がりくねった赤松材を巧みに構架させ

ており、南関東における豪壮な農家住宅の典型となっ

ています。平山家は、旧樋口村で名主をつとめた旧家

で、現在も屋敷周りに堀や土塁が残っています。 
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文化財コラム 古代との遭遇・第７話  

三つの顔を持つ 盾持
たてもち

武人埴輪－女塚１号墳－  
墳の溝を掘っていた作業員さんが土に埋まった丸くて『赤い石』のようなも

ので長靴についた泥を落としていました。落とし終わって『赤い丸石』に水を

かけたところ、『赤い丸石』に刷毛(はけ)でつけた筋が見えたようです。昼休み

にこの話を作業員さんから聞いて、「えー、それ丸い石じゃなくて埴輪の丸い場

所じゃない？」といって現場へ直行し、広く泥を除けてみると、なんと、外側

の堤の南西隅で、欠けたところのない盾持武人埴輪が、墳丘を背にして斜めう

つ伏せに倒れ、後頭部だけをみせている状況でした。そこで、急遽埴輪の出土

状態を図にとり、写真を撮ることになり、終わったのは夕方に近くなってしま

いました。 

作業を終えて埴輪を取り上げるとき、一度仰向けに寝かせてみました。する

と頭の方から見ていた作業員さんが「なんだか怒っているような顔だねー」と

いうと、足元のほうから見ていた作業員さんが「なにいってるの、笑ってるよ」

と反論し、真ん中で見ていた作業員さんは「いやー、りりしい顔してるよ」と、

それぞれがまったく違う感想を言いました。そこでそれぞれ見る場所を変えて

みると「ほんとだー」「ほんとだー、笑った顔もしているよ」と、全員が納得し

ました。この盾持武人埴輪は三つの顔を持っていたのです。やや上向きの顔に

杏仁形(きょうにんがた)の眼が切り込まれていますが、この切り込み角度が絶

妙であり、これによって三つの顔が作り出されていたのです。 

女塚 1 号墳からは他にも盾持武人埴輪が墳丘や周溝の各隅から出土していま

すが、顔つきが違ったり髪型が違ったりバラエティに富んでいます。それぞれが配された位置に役割

があり、これらの埴輪は天空から来る邪気を、怖い顔と盾で防ぐ役を与えられていたのでしょうか。 

 

◇ 文化財イベントのご案内 

 日時・期間 場所 

９月４日（日）１３時～１６時 星溪園・立礼席 講師：鎌塚宗千（江戸千家） 

９月１８日（日）１３時～１６時 星溪園・星溪寮 講師：清水宗香（表千家） 

１０月２日（日）１３時～１６時 星溪園・立礼席 講師：彦根慶香（ 宗徧流・四方庵）

星溪園 

楽しいお茶会  

１０月１６日（日）１３時～１６時 星溪園・星溪寮  講師：松崎宗溪（江戸千家） 

無 形 民 俗 文 化 財

パネル展示 

８月２日（火）～１０月１４日（金）

9：00～17：00  

妻沼展示館（妻沼東 1-1） 

休館日：月曜、 ９ 月 ２ ０ 日 （ 火 ）、 １ ０ 月 １ １ 日 （ 火 ）  

                        

編集後記   
 日本の文化財に関わる世界的な動向として、５月、福岡

県田川市などが所有・保管する炭鉱記録画家・山本作兵衛

の絵画や日記などがユネスコ世界記憶遺産に登録されたこ

とに引き続き、６月にパリで開催された第３５回世界遺産

委員会において、「平泉の文化遺産」と「小笠原諸島」が世

界文化遺産・自然遺産に登録されました。 

これらの登録が、震災から復興に向けて尽力する人々に

とっての希望となることを願っています。そして、文化芸

術が人々の心の灯火となることと同じく、文化財が人々の

心の支柱となることを信じながら、先ずは身近な場所にあ

る文化財の保護を地道に続けていきたいと思います。 

発行：平成２３年７月２５日  
熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ホームページ：文化財の紹介、埋蔵文化財の取扱方法、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載

「熊谷市の文化財」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/ 

「熊谷市 web 博物館」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 
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TOPICS 
熊谷デジタルミュージアム開設 

１０月、江南文化財センターが開設した「熊谷市 web 博

物館」を引き継ぎ、市内の文化財などの情報を幅広く盛り込

んだインターネット上の博物館「熊谷デジタルミュージアム」

を開設いたしました。この熊谷デジタルミュージアムでは、

これまでの情報に加え、郷土資料や歴史資料に関する情報を

掲載し、より多彩、かつ充実した内容にしていきたいと考え

ております。ぜひ、ご覧ください。 

熊谷デジタルミュージアムＵＲＬ 
http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 

 

第四回地域伝統芸能今昔物語 
１１月２３日、熊谷文化創造館「さくらめいと」太陽のホールで、熊谷の各地域に根ざした歴史・

文化を紹介することを目的に、市指定無形民俗文化財保持 7 団体と文化団体による芸能 7 団体及び賛

助出演 1 団体により、第四回地域伝統芸能今昔物語を開

催しました。また、同会場にて、市指定無形民俗文化財

パネル展示を行いました。７００名を超える入場者は、

未来に向けて伝承されている貴重な文化財や、日々の稽

古の成果がいかんなく発揮された芸能を堪能し、大きな

拍手を送っていました。妻沼での第一回の開催以降、江

南、大里を経て、熊谷で開催され、各地域を一巡した「今

昔物語」。イベントに対する人々の関心の高まりを実感す

ることができました。来年度は再び妻沼にて開催する予

定です。 
熊谷祇 園囃 子（賛 助出 演） 

 

夏休み・県民の日 文化財イベント開催 
夏休み期間を利用して、まが玉と土器つくりの体験教室を開催しま

した。まが玉つくりは 215 名、土器つくりは 39 名の参加がありま

した。まが玉つくりでは、キズの無い滑らかな物を作ろうと皆、磨き

に熱中していました。土器つくりは、今年が初めての実施です。実物

や写真を参考にしながら、それぞれ個性的な土器や埴輪を作りました。 

また埼玉県民の日には、まが玉つくりを開催し、28 人が参加しま

した。同日、国登録有形文化財「坂田医院旧診療所」（妻沼）の一般公

開を行い、46 人の見学者が訪れました。                  土器つくり 

 

遺跡発掘の現状―夏から冬にかけての概観 
夏から冬にかけて次の 5 箇所の発掘調査を実施しました。 

遺跡名（地域、期間、調査面積） 

①  諏訪木遺跡（上之 9 月～12 月 約 1,600 ㎡） 

②  前中西遺跡（上之 11 月～12 月 約 200 ㎡） 

③  樋の上遺跡（拾六間 8 月 約 100 ㎡） 

④  王子西遺跡（弥藤吾 9 月～10 月 約 200 ㎡） 

⑤  杉之道遺跡（弥藤吾 11 月 約 66 ㎡） 

（次頁、市内遺跡発掘情報に詳細）   諏訪木遺跡での現場見学会（１０月） 

 

１２月２５日

第８号

発行：熊谷市立江南文化財センター

平成２３年
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市内遺跡発掘情報                                                     

諏訪木遺跡「弥生時代の方形周溝墓群・中世の遺構等を確認」 

発掘調査では、弥生時代中期後半以降の方形周溝墓群、古墳時代前

期・後期の竪穴建物跡、終末期の古墳、中世の溝跡・溜池状遺構・井

戸跡、近世の井戸跡等を確認しました。弥生時代の方形周溝墓は５基

検出し、全長１７ｍ程のものを含みます。中世の溝跡は区画の可能性

があり、青磁・白磁・かわらけ等が検出し、近接する溜池状遺構から

も板碑・かわらけが出土していることから、屋敷跡であると推察され

ます。これは『新編武蔵野風土記稿』に記載された、成田一族の秋葉

七郎の館跡である可能性があります。                  方形周溝墓の溝底 

 

前中西遺跡「水辺の祭祀場と考えられる住居跡を発見」 

発掘調査は、上之土地区画整理事業地内、熊谷総合病院の東側におい

て実施しました。調査では、弥生時代から古墳時代にかけての住居跡６

軒のほか、水路と考えられる大きな溝跡２条などが発見されました。古

墳時代中期の住居跡では、土師器・高坏（たかつき）が８個体以上出土

したほか、壺や坩(かん)という土器もみられました。これらは神様に供

物(くもつ)等を奉げる器として祭祀色が濃いもので、近接して幅広い溝

跡が発見されていることから、この住居跡が水辺の祭祀場としての機能

をもっていたものと考えられます。            

出土した土師器・高坏 

 

樋の上遺跡「奈良･平安時代の竪穴住居跡を確認」 
市内拾六間の樋の上遺跡では、幼稚園校舎建設に伴う緊急の発掘

調査を実施しました。今回の調査では、奈良･平安時代の竪穴住居跡

が１軒、溝跡１条、時期不明の土坑２基、ピット等が見つかりまし

た。樋の上遺跡では、これまでの調査により古代の大規模集落が広

がっていることが分かっており、今回の調査はその一端を明らかに

することができました。 

                                 竪穴住居跡の発掘調査 

王子西遺跡「平安時代の鍵が出土」 
 

 発掘調査では、平安時代（10 世紀前後）の住居跡 3 軒と、掘立柱建

物跡 1 棟、溝跡等を確認しました。溝跡からは、鉄製の鍵や矢の先が Y

字状になった鉄鏃が出土しています。鍵は、倉庫などの建物につけられ

た施錠具と考えられ、本遺跡は、一般集落とは異なる性格の集落であっ

たことが推測されます。 

 

住居跡の検出状況 

 
 

杉之道遺跡「平安時代・近世の溝跡を確認」 

 発掘調査では、平安時代と近世の溝跡 3 条を確認しました。また、本調査地点

は、部分的に、地表下 80cm 程の深さに層厚 20cm 程の砂が堆積しており、そ

こから亀裂に添って砂が吹き出ている状況が確認され、中世以降の地震による噴

砂の痕跡（右写真）と考えられます。 

 

連載 くまがやの古墳群 
② 奈良古墳群 

奈良古墳群は、主に中奈良地区、妻沼低地の自然堤防上に所在

する古墳群で、かつては多くの古墳が所在したと推察されますが、

前方後円墳・横塚山古墳（市指定史跡・県選定重要遺跡：右写真）

が確認されているだけです。この古墳は、国道 407 号線道路改

良工事により後円部の一部が失われていますが、全長 30ｍの墳

丘が良く残る古墳です。発掘調査により出土している円筒埴輪の

特徴から５世紀後半に造られたものと考えられます。 
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文化財センター通信 

わが街熊谷遺跡めぐり（箱田氏館跡・権現坂遺跡） 
江南文化財センターにて、テーマ展「わが街熊谷遺跡めぐり」を開催

しています。この機会にぜひご覧下さい。 

第 10 回テーマ展：箱田氏館跡（展示期間：平成 23 年 11 月 12 日

～平成 24 年 5 月 11 日）―平成 23 年 1 月～3 月にかけて実施した発

掘調査において確認された、古墳時代前期（約 1,700 年前）の前方後

方形周溝墓から出土した、土師器（壺・甕）を、写真・解説パネルと共

に展示しています（右上写真）。 

第 11 回テーマ展：権現坂遺跡（展示期間：平成 23 年 12 月 2 日～

平成 24 年 6 月 1 日）―平成元年 10 月に実施した発掘調査において確

認された、縄文時代中期（約 4,300 年前）の住居跡から出土した縄文

土器・石器を、写真・解説パネルと共に展示しています（右下写真）。 
 

 

星溪園イベント―俳句入門講座・お茶に親しむ会 
 星溪園において、毎年恒例となっている俳句入門講座と、県

民の日・お茶に親しむ会を開催しました。９月から１１月に掛

けて行われた俳句入門講座では、共催である熊谷市俳句連盟の

会長・野本四朗氏が講師を務め、句会形式の学習を通して、充

実した教養の場を提供することができました。 

また、埼玉県民の日である１１月１４日、立正大学裏千家茶

道部、熊谷女子高校茶道部（表千家）、熊谷西高校茶道部（江戸

千家）の協力により、お茶に親しむ会を開催しました。天候に

も恵まれ、約２００人が来場し、日本文化を代表する「茶道」

の趣を味わっていました。 

 

お茶に親しむ会（熊谷西高校茶席） 

                    

市指定天然記念物「くろがねもち」説明標示の設置 
 ８月末、市内肥塚三丁目地内において市指定天然記

念物「くろがねもち」の説明標示を設置しました。「く

ろがねもち」は、モチノキ科モチノキ属の常緑高木で

す。５月から６月に掛けて淡紫色の花を咲かせ、秋に

は小粒の赤い実を多く実らせます。葉の表面にはつや

があり、楕円形で深緑色です。指定されている樹木は、

昭和３６年に指定され、現在は樹齢三百年以上を数え

ています。 

 

文化財探訪 斎藤別当実盛公遺跡探訪遊歩道－実盛公ゆかりの地をめぐる 

旧妻沼町は、昭和５３年に、妻沼聖天山の開創 800 年を記念して、開祖とされている斎藤別当実

盛公のゆかりの地を巡る「斎藤別当実盛公遺跡探訪遊歩道」を創設しました。その後、平成８年にリ

ーフレットが作成されるなど、注目を集めてきました。この遊歩道は、歓喜院貴惣門を始点として、

歓喜院聖天堂、歓喜院本坊、氷川神社（弥藤吾）、斎藤塚（弥藤吾）、

実盛塚（西野）、長井神社（西野）、椎の木（八ツ口、長昌寺）、大

我井の杜（妻沼）までの文化財や寺社などをめぐる全長約８km

のコースであり、その他にも寺門静軒が開講した塾舎があった「両

宜塾跡」や、善光寺式の「板石塔婆」などの指定文化財を目にす

ることもできます。 

現在でも楽しむことのできる遊歩道の PR に向けて、リーフレ

ットをリニューアルし、熊谷デジタルミュージアムで公開する予

定です。コースについて詳しく知りたい方は、江南文化財センタ

ーまでお問い合わせください。妻沼の歴史や風光明媚な景色を楽

しむことのできる遊歩道を探訪してみてはいかがでしょうか。 
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発行：平成２３年１２月２５日  
熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ホームページ：文化財の紹介、埋蔵文化財の取扱方法、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載

「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 

「熊谷市の文化財」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/ 

文化財コラム 古代との遭遇・第８話  

鹿形埴輪と猪形埴輪－女塚２号墳－ 
「これ馬じゃないかねー」という作業員さんの声に振り返ると、確か

に馬形埴輪が横に倒れた格好で出土していました。「すごいね。胴体から

足まで一頭分が揃っていそうだから、ていねいに進めてね」との監督者

の声に、「こりゃ人の顔だよ」、「男かねえ、女かねえ」、こんな会話が続

く中で作業が進められていくと、馬形と馬を曳く人物の埴輪が続々と出

土したのです。これは、女塚 1 号墳に隣接した女塚２号墳の墳丘部北面

の形象埴輪群の中での話です。 

さらに周りを掘ると、顔は口先をやや細くし、口の両側に円形の切込

みが入れられた動物埴輪がみつかりました。眼はやや細目に開けられ、

後方には両耳が上向に立っていました。耳の後ろには角が立っていた様

子が伺えます。鹿である可能性が高くなってきました。首をやや左にか

しげ、お尻に至る流線型を見ればまさしく、愛らしい鹿形埴輪（上写真）

であることが分かりました。 

また別の位置からは、半月形に二つの穴があけられた埴輪片と、眼が

どんぐり形の動物が出土しました。「こりゃ豚だよ」という意見が多かったのですが、口の端をよく見

ると両側の同じ部分に欠損した跡が見え、ここに牙が付いていたことが推察できました。また首の後

ろ側の中央にも縦に剥離した部分があり、たてがみの跡であることが分かり、この埴輪が興奮した猪

形の埴輪（下写真）であることが決定的になったのです。猪は、当時身近な動物であったと思われ、

古墳上での儀式を表現するため作られたと考えられています。出土後、鹿形埴輪と猪形埴輪は共に修

復され、大切に保管されています。 

 

星溪園楽しいお茶会のご案内 

日 時・期 間 場 所 席主（流派） 

２月 ５日（日）１３時～１６時 立礼席 前嶋宗和（江戸千家） 

２月１９日（日）１３時～１６時 星溪寮 中村宗千（江戸千家） 

３月 ４日（日）１３時～１６時 立礼席 鎌塚宗千（江戸千家） 

３月１８日（日）１３時～１６時 星溪寮 樋田宗靖（表千家） 

                        

編集後記   
 平成 23 年 12 月 16 日、東京国立博物館にて無形民俗

文化財研究協議会「震災復興と無形文化―現地からの報告

と提言」が開催されました。報告の中で特に印象的だった

のは、津波の被害を受けた釜石で受け継がれている「虎舞」、

その保存会長が語った「家族や友人を失った人は多くいる。

家も無くなり、楽器や道具も失ってしまった。けれども、

虎舞は私達の中で生き続けている。」という言葉でした。そ

して、今年も虎舞は縮小しつつ各地で演じられたそうです。

このことは、伝統芸能としての文化財が有する一つの希望

であると言えます。復興のために文化がどのような役割を

果たしうるのか考えながら、本市における「地域伝統芸能

今昔物語」の可能性を信じ、事業を運営していく所存です。 
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TOPICS 
熊谷八坂神社祭礼行事「熊谷うちわ祭」を市指定無形民俗文化財に指定 
 熊谷市教育委員会は、「熊谷八坂神社祭礼行事」（熊

谷うちわ祭）を平成 24 年 3 月 30 日付けで、熊谷

市指定無形民俗文化財に指定しました。「熊谷八坂神

社祭礼行事（うちわ祭）」は、7 月 20～22 日の 3

日間において実施されており、毎年多くの観客者を

集めています。祭礼行事の起源は、文禄年間に愛宕

神社に合祀された八坂神社での例祭であります。現

在においても、江戸中期から開始された祇園柱の設

置を伴う祭礼行事、江戸中期から開始された神輿渡

御を中心とした祭礼行事、明治後期から開始された

山車・屋台の巡行行事、これら原型が現在も残され

ていることが、昨年実施した調査により明らかとな

り、文化財指定に至りました。 

                      「熊谷八坂神社祭礼行事」（熊谷うちわ祭）巡行祭 

 

箱田氏館跡「弥生～古墳時代の方形周溝墓からヒトの歯と首飾りを検出」 
 １月～３月まで行った上之地区の発掘調査では、縄文時代後期

（約 3300 年前）の集落・遺物包含層と古墳時代前期（約 1700

年前）と思われる方形周溝墓を確認しました。縄文時代は大量の土

器や土偶などがみつかっています。方形周溝墓は時期が断定できま

せんが、お墓を区画する溝（周溝）から溝内土坑を検出し、覆土よ

りヒトの歯や首飾りが出土したこ

とから、埋葬施設であることが判

明 し ま し た 。 溝 内 土 坑 か ら の 人

骨・副葬品の共伴出土は県内で初

見となる事例です。公開のため遺

跡見学会を２月２６日に実施し、約４００名にご来訪いただきまし

た。また、主要新聞社４社で記事になりました。 

    

左上）出土した首飾り(勾玉、管玉、ガラス玉で構成)  

右下）遺跡見学会（矢印箇所が溝内土坑） 

 

 

ブログ『熊谷市文化財日記』開設 1 年 
昨年 4 月 11 日より始めた、『熊谷市文化財日記』が開

設 1 年を迎えました。普段あまり目にすることのない、日々

の文化財関連業務について情報発信していこうと始めたブ

ログですが、 近では 1 日 150 人超の方々に閲覧いただ

いております。1 年間で更新回数 226 回、総閲覧者数は

累計で 40,000 人を超えました。本年度は、「YouTube」

を利用した動画も積極的に公開していこうと考えておりま

すので、今後ともよろしくお願いします。 

URL http://kumagayasibunkazai.blog.so-net.ne.jp/ 

 

     

４月２５日  

第９号
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西別府祭祀遺跡「河川跡から木簡を発見」 

２月から３月かけて、西別府の湯殿神社裏の低地において、範囲内容確認調査

を実施しました。 

調査により、湯殿神社裏の河川（水路）跡の広がり（川幅）が確認でき、河川

跡からは、土器と共に木簡(もっかん)などの木製品が出

土しました。また、上層では平安時代後期の水田跡も検

出され、当地の当時の様子が分かりました。 

木簡は、現在の地表面から深さ約１５０㎝の、河川跡

の底付近で出土し、一方の面に「百 二百 三百 四百」、

もう一方の面に「大大大大 君（郡）丙（西）（以下５文

字解読不明）」の記載があり、郡家(ぐうけ)の雑人(ぞう

にん)などによる習書(しゅうしょ)（字の練習）と推定さ

れました。この木簡の時期は、共に出土した土器から、

この辺りにあった幡羅(はら)郡家（郡役所）の成立前段

階にあたる７世紀後半から８世紀初頭と推定され、郡家

における政治実態の背景を考える上で、非常に興味深い

発見となりました。                        

出土した木簡                   赤外線照射写真（合成） 

 

 

平成 23 年度埋蔵文化財発掘の届出・照会文書の件数等について 
平成 23 年度の各種開発等に伴う届出等の件数は、文化財保護法

第 93 条に基づく発掘の届出が 165 件、照会文書が 127 件の計

292 件でした。前年度比約 10％の増加となり、昨年度に続き、過

去 高の件数となりました。これらの届出・照会文書に対する試掘

調査実施件数は 33 件であり、措置としては、本発掘調査 4 件、工

事立会 148 件、慎重工事 140 件でした。なお、埋蔵文化財包蔵地

の窓口照会件数は 473 件でした。今後とも、届出･照会文書の提出

をはじめ、埋蔵文化財の保護にご協力をお願いいたします。 

 

発掘現場の様子（樋の上遺跡：三ヶ尻） 
                 

連載 くまがやの古墳群  

③ 三ヶ尻古墳群  

三ヶ尻古墳群は、三ヶ尻地区の櫛挽(くしびき)台地上に所在する古墳時代後期の古墳群で、かつて

は１００基以上の古墳が所在したと考えられますが、現在は６２基が確認されているだけで、削平を

受けた古墳や、消滅してしまった古墳も多数あります。 

古墳は、観音山の北側の台地内側を中心に分布し、前方後円墳の２基以外は全て円墳です。台地を

東西に貫く上越新幹線の建設などに伴い発掘調査が行われています。その際に調査された円墳である

別称「やねや塚古墳」は、遺体を葬った石室、古墳の墳丘に葺かれた葺石（ふきいし）、墳丘に立てら

れた円筒埴輪などが当時のまま出土し、 も良く残存していた古墳でした。 

石室からは遺体と共に埋められた副葬品である刀、耳環(じかん：耳飾り）、銅釧(どうくしろ：腕輪）、

玉類など出土し、刀のつばには、タガネで溝を掘り、

銀を埋めた装飾も見つかりました。また、埴輪には、

円筒埴輪以外に、馬・人物・太刀などの形象埴輪も見

られました。 

石室は、現在、観音山の南西に移築復元され、石室

や埴輪が立てられた様子が見られるようになっていま

す。 

   

写真：別称「やねや塚古墳」 

（写真提供：(財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団） 
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フォーカス  熊谷市文化財保護審議会を開催  
本市では、毎年２回の予定で、文化財の調査や指定など、文化財にかかわる案件について審議する

会議を開催しており、現在、文化財各分野の専門家９名の委員によって構成されています。 

平成２４年３月２３日に開催した平成２３年度第２回の会議では、平成２３年度下半期に行われた

文化財保護事業にかかわる報告のほか、熊谷うちわ祭の指定にかかわる諮問、これからスタートする

市登録文化財制度の登録候補となる有形文化財や天然記念物などの物件について審議しました。 

文化財センター通信  

文化財防火デー 
文化財防火デーは、昭和 24 年 1 月 26 日に法隆寺金堂から出火し、国宝の十二面壁画の大半が焼

損してしまったことに始まる全国規模で行われる文化財

の保護を目的とする消防運動で、今年で 58 回目をむか

えました。本市においても毎年、市内の文化財建造物で

消防訓練を実施しており、本年度は、重要文化財「平山

家住宅」にて初期消火訓練などを実施しました。 

熊谷消防署江南分署の指導のもと、地元住民で構成さ

れている重文平山家住宅保存会、ものつくり大学技能工

芸学部、熊谷市立吉岡中学校の生徒など、約 80 名の参

加を得て、放水銃の放水訓練（写真）や消火器の使用訓

練などを行いました。 

 

指定文化財傍示標の設置 
 ２月、県指定旧跡「吉田市右衛門の墓」（下奈良）、市指定有形民俗文化財「十

王供養塔」（高柳）、市指定史跡「成田氏館跡」（上之：写真）の傍示標の設置を行

いました。指定文化財の所在を表す傍示標は、老朽化しているものも見受けられ

ることから、毎年度予算化し建て替えを行っています。また、新規に設置し、指

定文化財の PR も併せて行っています。なお、「成田氏館跡」は、映画「のぼうの

城」でも知られる成田氏が忍城主となる前に構えた館の所在を示す史跡です。文

化財を巡るウォーキングなどの目印としてご利用ください。 

 

江南行政センターに収蔵品展示ケースを設置 
４月、江南行政センター１階ホールに、収蔵品展示ケースを設けました。

ケース内には、埼玉県指定文化財の上中条：鎧塚古墳より出土した須恵器の

高坏形器台（古墳時代後期：６世紀）と、千代：西原遺跡より出土した縄文

土器の両耳壺形土器（縄文時代中期：約 4,500 年前）を展示しました。半

年ごとに展示替えを行う予定です。江南行政センターへお越しの際は、ぜひ

ご覧下さい。 

 

 

文化財探訪 文殊寺仁王門―三人寄れば文殊の知恵 

市内野原地内には、「野原の文殊さま」「知恵の文殊寺」として親しまれている日本三体文殊の一つ

とされる、文殊寺があります。仁王門（市指定有形文化財：昭和 32 年指定）は東側の県道より入り

初の朱塗り建物で、建築年代は江戸時代前期、中央間八尺の

八脚門で、左右に仁王を配しています。 

文化（1804-1818）年間の文人「十方庵敬順」は文殊寺を

来訪し、『遊歴雑記』という書物に「仁王門四間ありて仁王尊も

馴合て尤よし・・・是より真正面に本堂を見込事凡壱町余ある

べし」と記しています。 

文政 11 年（1828）には、火災により仁王門以外の七堂伽

藍が焼失し、当時の様子を伝える建物は、仁王門と本尊だけと

なっています。 

 毎年 2 月 25 日の大縁日は、受験シーズンと重なり、多くの

参拝客で大変な賑わいを見せています。 
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発行：平成２４年４月２５日  
熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 
文化財の紹介、ブログ「熊谷市文化財日記」、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載 

文化財コラム 古代との遭遇・第９話  

米作りの初め①－横間
よ こ ま

栗
くり

遺跡①－  
熊谷の米作りは、いつ、どこで始まったのでしょうか。 

昭和 62 年、西別府の衛生センターの建設に先立って横間栗遺跡の

発掘調査を行いました。その結果、13 基の再葬墓(さいそうぼ)と

71 基の土坑(どこう)がみつかり、弥生時代前期から中期にかけての

墓域であることが分かりました。このうち１号再葬墓を含む も古

い一群の３基は、大型の壷が単体で土坑に立てられた状況で検出さ

れました。それぞれが再葬墓群の南端に位置し、別府沼に も面し

ています。再葬墓はその後、中期にかけてこの北に作られるように

なっていきました。 

１号再葬墓（上写真）は、径 85×75 ㎝、深さ 65 ㎝の規模をも

つ土坑の東側に単独で大型の壷が直立して検出されました。大型壷

の中を見ると、そこには長管骨の腓骨、脛骨、大腿骨、そして肋骨

が立てられて入れられていました（下写真）。後で調べてもらったこ

とですが、同じ部位の骨が無く一人分であることが確認されていま

す。また骨の全体が華奢であることから女性人骨と考えられるとさ

れています。骨に焼かれた形跡はありませんでした。他に打製石斧

(だせいせきふ)も出土しており、群中では も古い様相を示してい

ます。末裔たちの米作りをじっと見つめ、その頼もしさに満足して

いたのかもしれません。 

 

◇ 文化財イベントのご案内 

 日時・期間 場所 費用 定員 

平成２４年度 

星溪園 

楽しいお茶会  

第 1 土曜（11 月 は 第 2 土 曜 ）・

第 3 日曜日  

13 時～16 時 

（ 7・ 8・ 12・ 1 月 を 除 く ）   

星溪園 

（熊谷市鎌倉町 32）

 

400 円 

 

先着 50 名 

申 込 み は 、当 日 星 溪 園

に て  

（ 15 時 30 分 ま で ）

うつわ 

イロイロ展 

― 市 内 遺 跡 出 土

木製品― 

展示期間： 

４月２４日（火）～ 

９月２３日（日） 

休館日：月曜・図書館休館日他

時間：午前９時から午後５時 

熊谷市立図書館 3 階

郷土資料展示室 

江 南 文 化 財 セ ン タ ー

所蔵品コーナー 

無料 

                        

編集後記   
 本号につきましても、熊谷八坂神社祭礼行事（うちわ祭）

の無形民俗文化財への指定、箱田氏館跡における県内初とな

る出土成果、西別府祭祀遺跡での木簡出土など、多岐にわた

る様々な文化財の話題を提供することが出来ました。現在の

文化財保護事業の中では、多くの方々に文化財への関心を持

ってもらうことがますます重要になっており、文化財をいか

に活用するかという積極的な議論が行われています。文化財

を「学び」の場として提供する意義を再認識しながら、文化

財を通じて多くの子供たちに夢や希望を与えられるよう、努

力を続けてまいりたいと考えています。 
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TOPICS 

「歓喜院聖天堂」が国宝に指定 
 平成 24 年 5 月 18 日（金曜）に国の文化審議会

から文部科学大臣に対して、妻沼聖天山の本殿であ

る「歓喜院聖天堂」は国宝に指定するにふさわしい

との答申が出されました。同年 7 月 9 日（月曜）の

官報にて告示があり、同日付で正式に国宝として指

定されました。 

 歓喜院聖天堂は、享保 20 年（1735）から宝暦

10 年（1760）に掛けて、林兵庫正清及び正信ら

によって建立されました。これまで知られていた彫

刻技術の高さに加え、修理の過程で明らかになった

５種類（黒・赤・黄・緑・こげ茶）の漆の使い分け

などの高度な技術が駆使された近世装飾建築の頂点

をなす建物であること、またそのような建物の建設が民衆の力によって成し遂げられた点が、文化史

上高い価値を有すると評価されました。 

日光東照宮の創建から百年あまり後、装飾建築の成熟期となった時代

に、棟梁の統率の下、東照宮の修復にも参加した職人たちによって、優

れた技術が惜しみなくつぎ込まれた聖天堂は、「江戸時代建築の分水嶺」

とも評価され、江戸後期装飾建築の代表例です。聖天堂は、建築様式は、

奥殿と拝殿を中殿が結び付ける「権現造り」であり、その三つの建築の

各所に、多くの彫刻が施されています。それらの彫刻は、上州花輪村（現

在の群馬県みどり市）の彫刻師であった石原吟八郎を中心に制作された

ものです。 

その後、風雨にさらされ、聖天堂の彩色の多くは失われてしまいまし

たが、平成１５年から保存修理工事が実施されました。８年間の歳月と

約 11 億 5900 万円(周辺工事を含めると約 13 億円)の費用をかけ、工

事は無事に終了しました。平成２３年 6 月からは一般公開が行われてい

ます。この度の国宝指定は、本県の建造物として初の栄誉であり、昭和

25 年の文化財保護法の制定以降、熊谷市においては初めての国宝指定

となります。（歓喜院聖天堂へのアクセス等は最終ページをご覧ください。）    

鷲と猿（奥殿南側） 

          

文化庁長官が熊谷市内を視察 
7 月 4 日（水）、文化庁の近藤誠一長官が熊谷市内の文化財

を視察しました。 

午前は、市指定名勝「星溪園」、文殊寺（野原）にある市指定

有形文化財建造物「仁王門」などを視察しました。その後、熊

谷市立吉岡小学校にて長官との会食が行われ、給食を食べなが

ら、児童との楽しい語らいの時間を過ごされました。 

午後は、県指定天然記念物「元荒川ムサシトミヨ生息地」に

て水辺環境を見学された後、妻沼聖天山を訪れ、国宝指定の「歓

喜院聖天堂」や重要文化財「貴惣門」を視察しました。歓喜院

聖天堂では、ガイドボランティアからの説明を受けながら、極

彩色の彫刻をじっくりと鑑賞されていました。 

                                       

              

 
平成 24 年  
7 月 25 日  

 
第 10 号
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別府地内試掘調査  

別府地内の熊谷スマートタウン整備事業に伴う在家遺跡の試掘調

査を、平成 24 年４月 19 日から 5 月 22 日まで行いました。調査

対象面積は 18,000 ㎡で、トレンチ 22 本を掘削し、試掘調査面積

は約 1,000 ㎡です。 

調査の結果、平安時代の住居跡 26 軒、土坑 18 基、ピット、溝等

が確認され、本調査地区は、平安時代の集落跡と判断されます。出

土遺物は、大半が平安時代の土師器・須恵器ですが、古墳時代の円

筒埴輪片１と、中世の板碑片１も出土しており、この時期の遺構は

確認できませんでしたが、トレンチ外に遺構が存在している可能性

もあります。 

 

前中西遺跡「弥生時代の竪穴住居跡を発掘！」 
 ７月上旬、市内上之の前中西遺跡において個人住宅建設に伴う緊

急の発掘調査を実施しました。 

 今回の調査では、遺跡の主体となる弥生時代（約 2,000 年前）

の竪穴住居跡（右写真）が１軒見つかりました。北西隅を含む４分

の１程の検出でしたが、床面からは炉跡やピットとともに良好な土

器が数個体出土しました。また、西壁からやや離れて溝が巡ってい

たことから、拡張が行われていたことも確認されました。 

 

企画展「わが街熊谷遺跡めぐり」王子西遺跡 
王子西遺跡は、弥藤吾地内に立地する遺跡で、平成 23 年 9

月～10 月にかけて店舗建設に伴う発掘調査として実施しまし

た。調査面積は約 200 ㎡で、主な遺構として、平安時代の住

居跡・溝跡・土坑等が確認されています。 

今回の展示では、平安時代の土器（土師器）・土錘・鉄製鍵（左

写真）・鉄鏃等を展示しています。本遺跡は、平安時代の集落跡

で、鉄製鍵が出土していることから、重要物品を納めた倉庫が

存在し、一定以上の階層に属する人物・機関が存在したことが

推測されます。12 月 3 日（月）まで展示しています。 

 

                                                                      

連載 くまがやの古墳群  

④ 中条古墳群  

中条古墳群は、上中条、今井、小曽根、大塚地区の妻沼低地の自然堤防

上に所在する古墳時代前期末から後期にかけて長期間にわたって造られた

古墳群です。古墳群は四群に分けられ、現在３９基が確認されており、そ

のほとんどは水田面下で発見され、大きな墳丘が見られるのは大塚古墳の

１基のみです。 

北の上中条支群には、重要文化財「短甲武人埴輪」・「馬形埴輪」（東京国

立博物館所蔵）が出土した古墳など、６～７世紀前半の１２基の古墳があ

ります。（右写真：短甲武人埴輪 写真提供：独立行政法人国立文化財機構 

東京国立博物館） 

中央の今井支群には、墓前祭祀跡（出土土器は県指定有形文化財）が発

見された５世紀末の鎧塚(よろいづか)古墳、人物や動物など多数の形象埴

輪等が出土した６世紀前半の女塚(めづか)２号墳など、５世紀末～６世紀の７基の古墳があります。

西端の小曽根支群には、直刀や金銅製飾り金具等（東京国立博物館所蔵）が出土した７世紀初頭の小

曽根神社古墳など、主に７世紀前半の３基の古墳があります。南の大塚支群には、金銅装の鞘尻金具

（さやじりかなぐ）や挂甲小札（けいこうこざね）等が出土した精緻な石組の横穴式石室が確認され

た７世紀後半の大塚古墳（市指定史跡）など、４世紀末～７世紀後半の１７基の古墳があります。 

中条古墳群から出土した埴輪は、全国的に有名なものが多く、当時の生活や、古墳での葬送がどの

ように行われたか推定できる貴重な資料が多数出土しており、熊谷市内でも有数の古墳群です。  
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文化財センター通信  

文化財保護審議会を開催 
平成２４年６月２６日、平成２４年度第１回の会議が開催されました。

会議では、平成２３年度事業や歓喜院聖天堂の国宝指定の報告、平成２４

年度事業計画、市指定文化財の市区域に存しなくなった場合の取り扱い、

第５回地域伝統芸能今昔物語の開催などについて審議しました。 

 

第一本町区山車修繕 
 ６月から 7 月に掛けて、熊谷うちわ祭第一本町区所有の「山車」（市指定有

形民俗文化財）の修繕が行われました。山車の構造は、車輪及び囃子方が乗る

屋根付きの下部、鮮やかな水引幕が掛けられる中部、人形が置かれる上部の三

階層に分けられます。通常の保管時は下部のみの高さですが、祭の際の叩き合

いなどの際には、最上部まで引き上げられ山車の勇壮な姿が現れます。第一本

町区は昭和初期以降、鉄レンジを回すことで山車の高さを変える方式を用いて

いましたが、今回の修繕にて、「苧環」（おだまき）と呼ばれる綱を引っ張り滑

車の原理を生かして昇降させる旧来の方式に復元しました。 

 

第２回平山家で楽しむほたるの夕べ 
6 月 9 日、国指定重要文化財「平山家住宅」（熊谷市樋春）にお

いて「第 2 回平山家で楽しむほたるの夕べ」が開催され、薄茶のお

点前（江戸千家）や箏曲演奏、大正大学天台学研究室による「声明

（しょうみょう）」が披露されました。また、併せて地場産品の販売

が行われました。当日は雨天で残念ながら蛍を目にすることはでき

ませんでしたが、約 140 名の参加者はお経の詠歌から表現される

仏教世界をじっくりと堪能していました。 

 

フォーカス 甲山古墳市民協働事業について 
 

平成 24 年度市民協働「熊谷の力」甲山古墳美化事業が採択されました。

市内胄山地区にある甲山古墳（右写真）に、地元のボランティア団体「甲

山古墳を守る会」と協働して遊歩道を作り、枝垂れ桜やユリを植栽して

整備する予定です。 

また、甲山周辺の案内板や地図の作成、ボランティアガイドを育成し、

地域の文化財や見所について情報発信をしていきます。 

 

 

文化財探訪 竹井澹如の関連文化財―没後 100 年を迎えて 

本年は竹井澹如（右写真）の没後１００年となります。澹如は、群馬県に生まれ、

熊谷宿の本陣竹井家を継ぎ、竹井家の 14 代当主となりました。政治に深く関心が

あり、地方実力者の養成に努め、中央政界の大隈重信、板垣退助、陸奥宗光らとも

親交があり、陸奥宗光に働きかけて熊谷県誕生に尽力したことでも有名です。教育

面でも渋沢栄一らと協力し、育英事業にも貢献しました。初代の県議会議長となり、

産業・土木面でも大きな功績を残しました。 

澹如は、慶応年間に鎌倉町に別邸を置き、池亭と回遊式庭園を設け

ました。ここには、昭憲皇太后や大隈重信、徳富蘇峰などの名士が来

遊し、現在は市指定名勝「星溪園」となっています。 

また、荒川の氾濫を防ぐため万平出しを築き、現在もその形跡が残

されています。その地は万平公園（万平町）となり、その園内には、

澹如の功績を讃えた市指定史跡「竹井澹如翁碑」（左写真）を見るこ

とができます。大正元年（1912）、澹如は、７３歳で永眠し、熊谷寺

に葬られました。その後、墓地は市内大原に移動され、「竹井澹如墓」

は市指定史跡となりました。今でも多くの参拝者が訪れています。 
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文化財コラム 古代との遭遇・第１０話  

米作りの初め②－横間栗
よ こ ま ぐ り

遺跡②－  
１号再葬墓の奥、北約５ｍの位置に１号再葬墓とは内

容が大きく違う２号再葬墓が検出されました。一辺 110

㎝、深さ 30 ㎝で隅丸方形の土坑で、北から南の東壁に

沿って中型・大型・中型・大型の順に 4 個の壷がもたれ

あうように並んでいました（右写真）。砥石(といし)、磨

石(すりいし)、骨片等が出土しています。群中では最も

新しい様相を示しています。 

横間栗遺跡のある別府から北方の飯塚にかけては、櫛

挽台地の縁から水の湧き出した別府沼が北上し、東側に後背湿地が広がります。西側には自然堤防が

発達しています。ですからここで米作りをするには、水を引く技術は簡単で、水を抜く技術だけがや

や難しいものの、比較的容易に開始できる要件を備えていたと考えられます。 

実は、埼玉県内での米作りは、最も古くこの別府沼から福川にかけての妻沼低地で開始された可能

性が非常に高くなっています。時代は弥生時代前期。縄文時代に後続し、米作りとともに始まる時代

です。そして別府沼から福川にかけての妻沼低地で開始された米作りは、徐々に荒川の造りだした熊

谷扇状地末端の湧水地帯へと拡大されていきます。 

この地で始めて米を作り始めた人々は、どのような気持ちで立ち向かっていったのでしょうか。自

分たちの技術だけでなく、自然の力に大きく左右され、きっと不安がいっぱい、いや不安だけで挑戦

していたのではないでしょうか。それを物語るように各地で米作りの開始時期に限定された墓にまつ

わる祭祀の形が登場してきます。それが再葬墓なのです。 

 

◇ 国宝を見に行こう！ 歓喜院聖天堂のご案内 

場所・問合せ 交通アクセス 拝観料 公開日時 
歓喜院聖天堂 

 

住所： 

熊谷市妻沼 1627 

電話： 

048-588-1644

（ 寺 務 所 ）  

 

バ ス 利 用 の 場 合 ：  

JR 熊 谷 駅：朝 日 バ ス（ ６

番 乗 り 場 ）～ 太 田 駅 行 ・

妻 沼 聖 天 前 行・西 小 泉 駅

行 ～「 妻 沼 聖 天 前 」下 車

700 円 

（小学生以下は

無料） 

ガイド解説付き 

 

境内入場は無料 

原則として毎日 

10 時から 

16 時 30 分 

（ 受 付 は 16 時

まで） 

 

                        

編集後記   
 ７月９日、妻沼聖天山の本殿である「歓喜院聖天堂」

が国宝に指定されました。平成１５年から実施された平

成の大修理では、２５０年前の彩色の再現が最大の課題

でした。傷んだ彫刻の塗料片から顔料や漆の種類などの

科学的分析を行い、また残存していた彩色の保存も重要

なテーマであったことから、和紙で彫刻の表面をコーテ

ィングした上に新たな彩色を塗るという最新技術が用い

られました。江戸時代中期における最高水準の彫刻技術

と、現代における最新の識見の見事な融合をそこに垣間

見ることができます。 

 今回の国宝指定を機に、市内外から多くの方々が歓喜

院聖天堂を訪れています。是非、皆さんも極彩色の彫刻

を堪能してみてはいかがでしょうか。 
 

発行：平成２４年７月２５日  
熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 
文化財の紹介、ブログ「熊谷市文化財日記」、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載 
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発行：熊谷市立江南文化財センター 
 

TOPICS 

国宝「歓喜院聖天堂」へようこそ 
 平成２４年７月９日（月曜）の官報告示にて、妻沼聖天

山の本殿である「歓喜院聖天堂」が国宝として指定されて

からまもなく半年を迎えようとしています。その間、テレ

ビ、新聞、雑誌などで多く取り上げられ、極彩色の彫刻を

目にしようと全国から多くの方々が訪れています。修理工

事の終了後、平成２３年６月に一般公開されてから、平成

２４年の１２月には拝観者は１０万人を超え、ますます活

気を帯びています。  

 国宝指定後、行政と民間の垣根を越えて様々な人々やグ

ループが協力し、妻沼聖天山周辺の活性化に向けて様々な

催し物を行ってきました。特に、「縁結びの街」や「熊谷の

名産品」などとタイアップした企画は好評を博しています。国宝のある街「熊谷」を積極的に PR し

ていく試みは、更に盛り上がりを見せていくように感じられます。文化財の保護を念頭に置きながら、

世界に向けて国宝「歓喜院聖天堂」の素晴らしさを情報発信できるよう努めてまいります。（聖天堂へ

のアクセスについては最終ページをご参照ください。）  

 

第五回地域伝統芸能今昔物語  

11 月 23 日、妻沼中央公民館にて埼玉県芸術文化祭 2012 地域文化事業「第五回地域伝統芸能今

昔物語」を開催しました。約 700 名の来場者が、無形の文化財保持団体の 6 団体・芸能 8 団体、賛

助出演 1 団体（熊谷祇園囃子）の計 15 団体による共演をじっ

くりと鑑賞されました。本年度は埼玉県芸術文化祭 2012 地域

文化事業として開催され、伝統芸能を次世代に継承することを

目的に、児童生徒を始めとした多くの若手の出演がありました。

また、妻沼展示館において無形民俗文化財パネル展を開催し、

市内外の伝統芸能や本年 3月に市指定無形民俗文化財に指定さ

れた熊谷うちわ祭（熊谷八坂神社祭礼行事）についての紹介を

行いました。（写真：市指定無形文化財「妻沼太鼓」）  

 

 

『熊谷デジタルミュージアム』開設 1 年   
 平成 23 年 10 月にリニューアルして開設した『熊谷デジタ

ルミュージアム』が、1 周年を迎えました。  

本年度は、ハード面の改修として、江南文化財センターに設

置した windows サーバーを、業者の光回線の rinax サーバー

へデーターを預ける運営方式としました。併せて、「歴史資料デ

ータベース」をオープンソース・データベースの MySQL に変

え、閲覧・検索速度の向上を図りました。  

 ソフト面では、新しいコンテンツとして、文化財関連「コラ

ム」の設置、「マップいろいろ」を設置して GoogleMap を利

用した遊歩道の紹介、外部リンクで YouTube に動画の公開を始めました。既存コンテンツ内の充実

としては、「熊谷の偉人」の人物追加、「PDF 文庫」の各種刊行物追加、「絵画室」の絵画追加、ブロ

グ「熊谷市文化財日記」への記事投稿等を行っています。今後、江南文化財センターに加え、市史編

さん室、図書館郷土資料室、妻沼中央公民館からの情報も加えてコンテンツの充実を図っていきます

ので、郷土熊谷を知る一助としてぜひご活用ください。  

                                       

                                           

 

平成 25 年  

1 月 1 日  

 

第 11 号  
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市内遺跡発掘情報                                                             

前中西遺跡  「弥生時代の方形周溝墓、古墳時代の竪穴住居跡を発見」  
末広三丁目地内で、道路建設に伴う発掘調査を、10

月 31 日から 11 月 19 日にかけて実施しました。調

査面積は 230 ㎡で、弥生時代の方形周溝墓、古墳時

代の竪穴住居跡・掘立柱建物跡・井戸跡・溝跡等を検

出しました。弥生時代の方形周溝墓は、周溝は深さ 80

㎝、上面幅 1ｍ程の規模で、11ｍ程の大きさで四隅が

途切れる形で巡っています。調査の結果、前中西遺跡

の南西隅まで弥生時代の墓域や、古墳時代の集落が広

がっていたことを確認することができました。  

調査風景（三角矢印が方形周溝墓の周溝）  
 

宮下遺跡  「さらに西に広がる古代の集落を発見！」 
 １０月から１１月かけて、千代の江南台地に立地する宮下遺跡において、

開発に伴う遺跡の詳細な内容確認のための試掘調査を実施しました。調査

は、幅２ｍのトレンチを２４本掘削して行い、その面積は約２６３９㎡で

開発面積の約５％でした。調査により、主として奈良～平安時代（８世紀

～１０世紀）の集落跡の存在が確認され、竪穴建物跡１１棟（竪穴建物跡

の可能性があるものも含めると３３棟）の他、溝跡や土坑などが多数確認

されました。また、これらの遺構は、現在の地表面から浅いところで約２

０㎝の深さで確認されました。（写真：竪穴建物跡  右手の凸部がカマド） 

遺跡は、起伏に富んだ地形につくられていて、おおよそ南北方向に２本の谷が入り、その谷を臨む

高台に集落がつくられたことが判りました。なお、宮下遺跡は、平成２０年度にこの度の試掘調査を

行った東側で発掘調査を行っていて、やはり奈良～平安時代の集落が発見されています。  

 

大竹
おおだけ

遺跡  「幡
は

羅
ら

郡家
ぐ う け

を支える典型的律令集落を発見か！」 
１１月から１２月かけて、西別府の櫛挽 (くしびき )台地に立地する大竹遺

跡において、遺跡の保存目的の範囲内容確認調査を実施しました。調査は２

か所の調査区を設定し、面積約２７０㎡の調査を行いました。  

 調査の目的は、遺跡の南方にある深谷市下郷遺跡から延びる幅６ｍの古代

の道路跡の行方を探るものでしたが、残念ながら今回の調査では確認できま

せんでした。調査では、主として飛鳥～平安時代（７世紀末～１０世紀後半）

の集落跡の存在が確認され、竪穴建物跡（右上写真は遺物出土状況）１１棟、

掘立柱建物跡２棟などが確認されました。この集落は、遺跡の北側に広がる

古代の幡羅郡家（郡役所）を支える周辺集落と考えられ、１棟の竪穴建物跡

からは、挂甲（けいこう）という鎧の小札 (こざね )片と考えられる鉄製品（右

下写真）が出土しました。なお、この遺跡名の「大竹」は、「大館」（おおだ

ち）とも考えられ、かつて大きな館があったとも想像でき、幡羅郡家との関

係で興味深い地名です。  
                                                                      

 連載  くまがやの古墳群  ⑤ 肥塚古墳群「２種類の石材を使った石室がある特異な古墳群」  

肥塚古墳群は、肥塚地区の妻沼低地（新荒川扇状地）上に所在する古墳時代後

期から終末期にかけての古墳群で、現在１６基が確認されていて、削平を受けた

もの、消滅してしまった古墳が多数です。  

古墳は、主に雀宮団地内から肥塚区画整理地内にかけて分布し、全て円墳です。

民間の開発や区画整理事業に伴い発掘調査が行われています。調査された円墳で

ある肥塚古墳群第１１～１３号墳は、調査当時墳丘がよく残り、第１１号墳は円

筒埴輪や形象埴輪が出土し、第１２号墳（右写真）・第１３号墳は、遺体を葬った

横穴式石室という施設の遺存状況が比較的良いものでした。横穴式石室は、いわ

ゆる胴張型横穴式石室というタイプのもので、遺体を安置した玄室の平面形が、

三味線の胴のような形をしているのでこう呼ばれています。石室は河原石だけで乱石積していて、耳

環（耳飾）、直刀、刀子（とうす）、鉄鏃（やじり）、人骨片などが出土しています。  

肥塚古墳群には、榛名山の二ツ岳が噴火した時（６世紀初頭）に噴出した角閃石安山岩の転石を利

根川から採取してきて、きれいに加工して截組積 (きりくみつみ )した石室の古墳も存在し、石材が河

原石・角閃石安山岩と２種類の石室があり非常に興味深く特徴的な古墳群です。  
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文化財センター通信  

企画展「憧れの青と白のうつわ展」開催中！ 
現在、３月までの会期で、市立熊谷図書館３階郷土資料展示室に

おいて、市内の遺跡から出土した「三彩陶器 (さんさいとうき )」、「緑

釉陶器 (りょくゆうとうき )」、「灰釉陶器 (かいゆうとうき )」に焦点

をあてたミニ展示会を開催中です。これらの器は、まとめて施釉陶

器（せゆうとうき）と呼ばれ、奈良～平安時代に当時の貴族たちが、

それぞれ中国の「唐三彩 (とうさんさい )」、「青磁 (せいじ )」、「白磁 (は

くじ )」の色彩に憧れてつくらせたといわれています。それにあやか

り、本企画展のタイトルには代表となる色彩である「青」と「白」を使いました。市内遺跡において、

施釉陶器が出土する遺跡の多くは、官衙跡 (かんがあと )、寺院跡、祭祀跡など役所的や祭祀的な要素

が色濃い特殊な性格をもつ遺跡で、これは当時これらの器が一般庶民の持ち得なかった器であった証

明ともいえます。ぜひ、この機会に当時の貴族たちの気持ちに想いを馳せてみてはいかがでしょうか。  
 

直実マップを作成しました。 
熊谷直実（1141～1207？）は武蔵国・熊谷館の出身といわれている武

将です。その前半生は、鎌倉武士として活躍し源頼朝をして「日本一の剛の

者」と言わしめるほどでした。しかし、後半生では武士としての無常を感じ

て出家をし、法力房蓮生と名乗り、有縁無縁すべての衆生と共に蓮の台に生

まれんことを願い、念仏三昧の日々を過ごしました。法然上人をして「坂東

の阿弥陀仏」と言わしめるほど徳の篤い高僧であったと伝えられています。  

このマップでは、熊谷市の中心市街地に点在する直実公ゆかりの地を巡る

熊谷駅コースと、直実公の娘である玉都留姫・千代鶴姫の逸話が残る寺院を

訪ねる大原コース、熊谷氏と久下氏が領地争いをした地として知られる「熊

久の境」周辺を巡る久下コースの３つの散策コースを紹介しています。  

熊谷市役所７階の商業観光課と、江南文化財センターで配布しております

ので、マップを片手に歴史散歩を楽しんでみてはいかがでしょうか。  

 

星溪園県民の日茶会―竹井澹如没後１００年  
埼玉県民の日の 11 月 14 日、紅葉が始まる星溪園にてお茶に

親しむ会を開催しました。立正大学裏千家茶道部、熊谷女子高校

茶道部（表千家）、熊谷西高校茶道部（江戸千家）の協力を得て、

星溪園内の三棟の建物において茶席を設け、のべ約 270 名の来

場者が茶道のお点前を鑑賞しながら、お菓子と温かいお抹茶を堪

能されていました。  

 なお、平成 24 年は、星溪園を造立した竹井澹如の没後 100

年に当たることから、本茶会を 100 年忌茶会として位置付け、

熊谷の近代を築いた澹如への思いを馳せながら、穏和な時間が流

れるお茶会となりました。また、これに併せて、園内の積翠閣ギャラリーでは、竹井澹如の人物を紹

介するパネルやゆかりの品々を新たに展示し、多くの来場者が澹如について知る機会を提供しました。 

 

文化財探訪  成田氏の文化財―映画「のぼうの城」公開 

11 月、映画「のぼうの城」が全国公開され、大きな反響を呼んでいま

す。石田三成が率いる 2 万人の軍勢に、｢でくのぼう｣こと成田長親（役・

野村萬斎）が率いる忍城軍が戦いを挑んだ史実に基づく歴史大作映画です。

成田氏が忍城に移る前の本拠地が熊谷であったことから、市内には成田氏

に関連する文化財が多く残されています。  

天喜元年（1053）～延徳 3 年（1491）の間、成田氏の初代助高から

9 代親泰が居をかまえた館跡が「成田氏館跡」（市指定史跡）です。また成

田氏の菩提寺であった龍淵寺（上之）には、「成田氏系図」や「成田氏分限

簿」、「成田記」などの市指定有形文化財や、成田氏歴代の当主を葬った「成田氏の墓」（市指定史跡）

があり、成田氏との深いつながりを知ることができます。また、天文 21 年 (1552)に、忍城主の長

泰が妻沼の聖天堂を再興した際に奉納した「紵絲斗帳 (ちょしとちょう )」（写真：埼玉県立歴史と民俗

の博物館寄託）も熊谷にゆかりのある貴重な文化財です。それぞれの文化財の概要や所在地について

は、熊谷デジタルミュージアム内の文化財マップをご参照ください。  
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文化財コラム 古代との遭遇・第１１話  

米作りの初め③－横間
よ こ ま

栗
くり

遺跡③－  
１号再葬墓の奥、北約 7.5ｍの位置に３号再葬墓が検出されま

した。60×52 ㎝、深さ 30 ㎝の規模をもつ土坑に西向きに大型

壷が倒れ、中に 3 点の小型壷や管玉が入れられていました。本再

葬墓群の中では中間的な様相を示しています。何故、米作りの開

始時期に合わせたように再葬墓が営まれたのでしょう。  

再葬墓というのは、死者を一度土葬し、一定期間の後に掘り出

し、再度埋納する骨を選択する。その後水洗か火葬かによって清

め、壷等へ納骨し、別の土坑に埋納する、という一連の祭祀行為

をさします。つまり、一定期間の後ということは、ただの死者ではなく、祖先になっているわけです。

そこで当時の人々が、米作りの開拓に当たった祖先がもつ強い力を頼んで、安定した収穫を得ようと

願ってこのような墓制と祭祀形態をとったと思われます。  

 こうした再葬墓は、祭祀そのものの意味合いがなくなったのか、あるいは広範囲に共通する新しい

方法が用いられることになり、強制的に終了させられたのか、弥生時代中期前半に突然終了します。  
 

◇ 国宝を見に行こう！ 妻沼聖天山本殿「歓喜院聖天堂」のご案内 

歓喜院聖天堂  

 

場所・問合せ  交通アクセス  拝観料  公開日時  

住所：  

熊谷市妻沼 1627 

 

電話：  

048-588-1644

（寺務所）  

 

バス利用の場合：  

JR 熊谷駅：朝日バス（６番乗り場）

～太田駅行・妻沼聖天前行・西小

泉駅行～「妻沼聖天前」下車。  

ゆうゆうバス（市内循環バス）：  

グライダー号・ムサシトミヨ号、  

「妻沼聖天前」下車。  

700 円  

（小学生以下は

無料）  

ガイド解説付き  

 

境内入場は無料  

年中無休  

10 時から  

16 時 30 分  

（受付は 16 時

まで）  

 

                        

◇ 埋蔵文化財を保護するための届出が必要な場合があります。 
市内には約３５０の遺跡や古墳群が確認されています。工事や開発を行う場所がこれらに該当する

場合には、埋蔵文化財を保護する対策が必要です。まず、文化財保護法に基づき届出等を提出してい

ただき、工事内容を確認します。必要がある場合は、遺跡の有無・深さ等を把握するために「試掘調

査」を行います。そして、遺跡が破壊されてしまう場合には、記録保存を目的とした「発掘調査」を

行います。届出等の様式については、熊谷市ホームページ内の「申請書ダウンロード」をご参照くだ

さい。詳しくは、江南文化財センターまでお問い合わせください。  
 

編集後記    
 平成 24 年は、箱田氏館跡での発掘成果、熊谷うちわ祭

（熊谷八坂神社祭礼行事）の市指定無形民俗文化財への指

定、そして歓喜院聖天堂の国宝指定など、市内の文化財が

多くのメディアに取り上げられました。文化財は保護の対

象であると同時に、皆様に広く情報発信し、更なる保護と

活用に向けた啓発を行っていくことが求められています。  

現在、様々な分野において、対外的に物事を解説し、普

及啓発させることを意味する「アウトリーチ」という言葉

が積極的に使われています。文化財センターにおきまして

も、様々な企画や事業を通じて、文化財を身近に感じても

らい、未来に継承するためのアウトリーチの機会を提供し

ています。どうぞ、気軽にお声掛けください。  

発行：平成２５年１月１日  

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）  

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」 http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 
文化財の紹介、ブログ「熊谷市文化財日記」、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載 
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発行：熊谷市立江南文化財センター 
 

TOPICS 

「絹
け ん

本
ぽん

著
ちゃく

色
しょく

阿
あ

弥
み

陀
だ

聖
しょう

衆
じ ゅ

来
ら い

迎
ご う

図
ず

」重要文化財指定へ 
 平成 25 年 2 月 27 日（水曜）に開催された国の文化審議会におい

て文部科学大臣に答申がなされ、常光院（上中条 1160）が所有し、

埼 玉 県 立 歴 史 と 民 俗 の 博 物 館 に て 寄 託 保 管 さ れ て い る 県 指 定 文 化 財

「絹本著色阿弥陀聖衆来迎図（旧名称：絹本着色阿弥陀変相図」）が、

国指定の重要文化財（国指定有形文化財）に指定されることになりま

した。 

 「絹本著色阿弥陀聖衆来迎図」は、浄土図と来迎図を組み合わせた

特殊な構成を示す作品であり、両面上部から浄土図を描き、正面向き

の阿弥陀如来と聖衆の来迎を表し、 下段には宝地段が描かれ、その

左右に中条常光夫妻と伝えられる男女の姿が描かれています。鎌倉時

代後期の特殊な形式の浄土教絵画として貴重であると評価されました。 

 県内の絵画としての重要文化財指定は 9 件目でありますが、浄土教

絵画としては初の指定となります。また、本市としては 6 件目の指定

となり、絵画としては初の栄誉です。 

 なお、４月から５月に掛けて東京国立博物館で開催された特集展示

「平成 25 年 新指定国宝・重要文化財」において一般公開されました。 

 

重文「平山家住宅」を活用して楽しむ会 

発足記念イベント 

国指定重要文化財「平山家住宅」の更なる公開活用

を目指して、重文「平山家住宅」を活用して楽しむ会

が発足されました。発足を記念して平山家住宅におい

てイベントが開催されました。熊谷市消防音楽隊の演

奏、熊谷歌舞伎の会による「白波五人男」の上演、ラ

ンチタイムコンサートなどがあり、新島学園理事長・

大平良治氏による「新島譲・八重夫妻の生き方に学ぶ」

をテーマにした基調講演がありました。約 300 名の

来場者が平山家住宅の名建築を眺めながら、それぞれ

のイベントを楽しんでいました。 

                         

熊谷歌舞伎の会「白波五人男」 

 

荻野吟子没後 100 年記念事業パネル展  

本年は荻野吟子没後 100 年となります。記念事業として次のとおり巡回

パネル展を開催しますのでお知らせします。荻野吟子の生涯について解説し

たパネルや、北海道せたな町から借用した吟子晩年の写真２点などを展示し

ますので、ぜひご覧ください。 

平成 25 年 5 月 22 日（水）～30 日（木）：熊谷市役所１階南側ロビー 

平成 25 年 6 月 3 日（月）～7 日（金）：妻沼行政センター1 階ロビー 

平成 25 年 6 月 10 日（月）～14 日（金）：大里コミュニティーセンター 

平成 25 年 6 月 17 日（月）～21 日（金）：江南行政センター1 階ロビー 

＊時間：9 時～17 時：各 終日は 15 時まで 

 

                                       

              

 
平成 25 年  
5 月 20 日  

 
第 12 号
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市内遺跡発掘情報  

箱田氏館跡「弥生時代の集落とお墓を確認」 
２月～３月まで行った上之地区の発掘調査では、複数の時代の遺構・遺物を検出しましたが、特に

弥生時代で成果があがっています。中期後半（約 2000 年前）

ごろの住居跡２軒と、後期（約 1900 年前）と推測される方形

周溝墓２基を確認しました。住居跡からは、土製勾玉や土製小

玉などの珍しい装身具や土器棺墓を

検出しています。方形周溝墓とは溝

を四方に配置される遺構ですが、隅

切れの形状でした。調査区東側には

用水路があり、その地下は、平安時

代以前は谷状に落ち込んでいたこと

が確認されました。 

    遺跡全景（手前が西）                        土器棺墓 

 

○平成 24 年度刊行の埋蔵文化財調査報告書について 
平成 24 年度に刊行した埋蔵文化財調査報告書は、以下の 3 冊です。これらの報告書は、江南文化

財センター及び市立図書館で閲覧できます。またホームページ「熊谷デジタルミュージアム」でも公

開（PDF 版）していますので、興味のある方はぜひご覧ください。 
 

報告書名 所在地 時 代 

『前中西遺跡 西別府館跡 王子西遺跡 立野遺跡』 中 西 ４丁 目 ／西 別

府／弥藤吾／板井

弥 生 ､古 墳 ／平 安 ､江 戸 ／

縄文､平安／古墳 

『西 別 府 祭 祀 遺 跡 、西 別 府 廃 寺 、西 別 府 遺 跡  統 括 報

告書Ⅰ』 

西別府 古墳､奈良､平安､中世 

『前中西遺跡Ⅷ』 上之 弥生､古墳､平安､近世 

 

 

○平成 24 年度埋蔵文化財発掘の届出・照会文書の件数等について 
平成 24 年度の各種開発等に伴う届出・照会文書の件数は、文化財保護法第 93

条に基づく発掘の届出が 203 件、照会文書が 122 件の計 325 件でした。前年

度比約 11％の増加となり、過去 高の件数となりました。これらの届出・照会

文書に対する試掘調査実施件数は 44 件であり、措置としては本発掘調査 7 件、

工事立会 153 件、慎重工事 164 件、注意 1 件でした。なお、埋蔵文化財包蔵地

の窓口照会件数は 548 件でした。今後とも届出･照会文書の提出をはじめ、埋蔵

文化財保護のご協力をお願いいたします。     （右写真：発掘調査の様子） 

 

連載 くまがやの古墳群     ⑥ 籠
か ご

原裏
は ら う ら

古墳群
こ ふ ん ぐ ん

「八角形の墳丘をもつ特異な古墳群」 

籠原裏古墳群は、ＪＲ籠原駅の北東部、新堀地区の櫛挽
く し び き

台地

東端部に所在する古墳時代後期から終末期にかけての古墳群で、

現在１１基が確認され八角形墳が３基、円墳８基で構成されま

す。古墳は、そのほとんどが区画整理事業に伴う発掘調査で発

見され、その全てが削平を受けたり、消滅してしまっています。 

調査された古墳のうち籠原裏古墳群第１号墳は、平面形が八

角形を呈する古墳で、その直径は約１２ｍの規模です。遺体を

葬った施設である横穴式石室からは銅製 双 脚
そうきゃく

足金具、鉄製鞘尻
さ や じ り

金具等の刀の鞘を飾った金具が出土しています。また、円筒埴

輪等の埴輪は確認されていないことから、７世紀後半ないしは末～８世紀初頭の築造と考えられます。 

八角形の墳形は、主に天皇家の墓に採用された特殊な墳形で、石室から出土した刀装具からも、こ

の古墳の特異性が分かります。また、築造の時期は、当時この古墳の近隣にあった幡
は

羅
ら

郡家
ぐ う け

（郡役所）

の成立時期と同じで、これに隣接する西別府祭祀遺跡では水源に対する祭祀
さ い し

が行われ、さらに８世紀

初頭には西別府廃寺が創建されるという歴史的背景があり、この古墳に葬られた人物がこれらの遺跡

群と密接な関係にあると考えられ注目されます。 （写真：籠原裏古墳群第１号墳、中央が石室） 
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文化財センター通信  

企画展 西別府安楽寺所蔵「古瓦」展開催中！ 
現在、９月までの会期で、市立熊谷図書館３階郷土資料展示

室において、西別府安楽寺所蔵の市指定文化財「古瓦」を中心

にしたミニ展示会を開催中です。この「古瓦」は、当時西別府

にあった林で地元の人々により採取されたもので、古代寺院の

存在を証明する貴重な資料であるとして、昭和３０年１１月に

１２点が指定されました。この瓦が採取された場所は、西別府

廃寺という８世紀初頭の寺院が存在した場所で、後の発掘調査

により、その寺院の実態の一部が明らかとなりました。 

このたび展示した「古瓦」は、安楽寺の本堂建替え工事に伴い、一時的に江南文化財センターに寄

託されたもので、軒丸瓦、軒平瓦などの瓦やミニチュアの塔である瓦塔など指定物件を含めて２８点

あります。また、調査により出土した瓦や瓦塔も併せて展示しましたので、この機会に是非御覧くだ

さい。 
 

「熊谷市文化財マップ」と「伝統芸能の世界」を発行しました 
「熊谷市文化財マップ（熊谷市の文化財）」：左 

市内にある文化財の中から主に見学が可能な

もの 134 件を選び、その所在地の地図と簡単

な説明を付けた文化財マップを作成しました。

昨年、国宝に指定された歓喜院聖天堂や市民協

働事業により遊歩道が整備された甲山古墳につ

いても掲載しています。表紙には 3 種類の“埼

玉県伝統的手工芸品「熊谷染」小紋”をあしら

いました。マップ片手に町を歩くと地域の文化

財の再発見があるかもしれません。 
 

「伝統芸能の世界」：右 

市内の無形民俗文化財の解説及び平成 20 年

度から開催している地域伝統芸能今昔物語につ

いて紹介したリーフレットを作成しました。時

代を超えて受け継がれている伝統芸能について

興味を持っていただけたら幸いです。 
 

○「熊谷市文化財マップ（熊谷市の文化財）」ならびに「伝統芸能の世界」は、江南文化財センタ

ー、熊谷市役所本庁舎社会教育課、各行政センター、市立図書館、公民館等で配付しています。 

 

文化財探訪     養蚕関連の文化財 
―世界文化遺産を目指す「富岡製糸場と絹産業遺産群」との関わり― 

現在、群馬県にある「富岡製糸場と絹産業遺産群」は世界遺産登録

に向けて注目を集めています。これらの遺産群と熊谷は深いつながり

があります。それは天保２年（1831）、旧玉井村で生まれ、日本を代

表する養蚕技術の先駆者となった鯨井
く じ ら い

勘
か ん

衛
え

（下写真）に関係していま

す。勘衛は、玉井に「元素楼」という大蚕場を作り、清涼飼育という

画期的な養蚕技術を多くの人々に伝習したことで

知られています。勘衛によって成し得た養蚕技術

の向上が、関東地域での繭生産の増大をもたらし、

富岡製糸場への供給を確固として下支えしたと言われています。 

その後、「元素楼」は移築解体され、その跡地が「元素楼跡」として市指定史跡

に指定されています（右上写真）。また勘衛によって著された「元素楼養蚕関係文

書一括」も市指定有形文化財に指定されています。 

これら熊谷における養蚕関連の文化財が、世界遺産に向けた一連の動きに対し

ての一助となっていることは、大変意義深いことであると思われます。 
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 文化財コラム 古代との遭遇・第１２話『水辺での祭りごと 一本木前
い っ ぽ ん ぎ ま え

遺跡
い せ き

』 
川の際、決められた場所で馬の骨を用いて行われる祭祀には、ど

のような意味があったのでしょうか。 
平成 10 年、東別府の一本木前遺跡の河川の入江西岸 奥部に東

西４ｍ、南北 3.4ｍの方形の平坦面が造り出され、北東隅に設けら

れた方形の礫
れ き

敷
し

きに馬の下顎
し た あ ご

がのり、周囲に土師器
は じ き

・須恵器
す え き

を配し

た祭祀跡が検出されています。土器群は、北東隅の須恵器甕
か め

を扇の

要として、東辺が須恵器甕、北辺が土師器甕、要の対角（南西部）

には須恵器・土師器の坏
つ き

が併置されていました。坏は、すべて上向

きで単独のものと重ねられたものがみられました。坏の間からは、

滑石製の模造品や土錘
ど す い

も出土しています。出土した土器から 7 世紀

後半の所産と思われます。 

一本木前遺跡では、他にも旧河川に沿って馬を伴う祭祀跡が 10 箇所発見されています。この遺跡

における祭祀については、時期も古墳時代中期から始められ、後期特に 7 世紀代にピークを迎え、8

世紀に入ると急速に衰退し、以後みられなくなります。 （写真：一本木前遺跡出土状況） 

 

◇ 国宝を見に行こう！ 妻沼聖天山本殿「歓喜院聖天堂」のご案内 

場所・問合せ 交通アクセス 拝観料 公開日時 歓喜院聖天堂 

 

 

住所： 

熊谷市妻沼 1627 

 

電話： 

048-588-1644

（寺務所） 

 

バ ス 利 用 の 場 合 ：  

JR 熊 谷 駅：朝 日 バ ス（ ６ 番 乗 り 場 ）

～ 太 田 駅 行 ・ 妻 沼 聖 天 前 行 ・ 西 小

泉 駅 行 ～ 「 妻 沼 聖 天 前 」 下 車 。  

ゆ う ゆ う バ ス （ 市 内 循 環 バ ス ）：  

グ ラ イ ダ ー 号 ・ ム サ シ ト ミ ヨ 号 、

「 妻 沼 聖 天 前 」 下 車 。  

700 円 

（小学生以下は

無料） 

ガイド解説付き 

 

境内入場は無料 

年中無休 

10 時から 

16 時 30 分 

（受付は 16 時

まで） 

 

                        

◇ 東京国立博物館のキャラクター「トーハクくん（別名、東
あずま

博
ひろし

）」は熊谷市出身です。 
平成 24 年度、東京国立博物館は 140 周年を迎えました。それを機に、キャラクターが

誕生しました。その一つが「トーハクくん」（東博）です。トーハクくんは、熊谷市内に所

在する野原古墳群（野原）から出土した「踊る人々」（踊る埴輪）がモチーフとなっており、

キャラクターの出身地も熊谷市として明記されています。現在、「踊る人々」は東京国立博

物館に所蔵され、常設展示されています。東京国立博物館のミュージアムショップでは、ト

ーハクくんの様々なキャラクターグッズが販売されています。熊谷市出身のトーハクくんに

ご注目ください。 

 

編集後記   
重要文化財指定が決定した「絹本著色阿弥陀聖衆来迎図」

が、東京国立博物館にて一般公開されました。会場での来迎

図の左右には、法隆寺や善光寺といった著名な寺院が所蔵す

る仏画が展示され、大変感慨深いものがありました。また、

５月には、国立劇場での文楽「熊谷陣屋」の開催に合わせ、

同会場にて国宝「歓喜院聖天堂」パネル・ポスター展を開催

し、多くの来場者が関心を寄せていました。 

多くの方々に熊谷の文化財を広くアピールし、その素晴ら

しさを知ってもらうことを目標に、文化財の保護ならびに公

開活用の事業を促進させていきたいと思います。 

発行：平成２５年５月２０日  
熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 
文化財の紹介、ブログ「熊谷市文化財日記」、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載 

- 50 -



発行：熊谷市立江南文化財センター 
 

TOPICS 

在家遺跡「古代の官衙関連遺跡を発見」 
 スマートタウン造成事業に伴い、別府地区に所在する

在家遺跡の発掘調査（新設道路部分）を３月～９月まで

行いました。工事に先行して試掘調査を実施したところ、

遺跡の広がりが確認され、発掘調査を前期・後期に分け

て実施し、奈良・平安時代（約 1300 年前）と鎌倉時代

（約 800 年前）で成果があがりました。今回の調査で

は、撹乱を受けた箇所がありましたが、官衙（昔の役所）

に関連する要素のある遺構・遺物が特徴的です 

前期調査では、幅２ｍ程の東西方向の溝と南北方向の

溝を確認し、直角関係にあることから、一連の区画溝の可能性があります。この溝からは、盤、硯、

朱墨パレット転用の蓋を含む土師器・須恵器が出土しています。区画内

には大型掘立柱建物跡（上写真）を複数検出し、主軸方向が概ね一致し

ています。また、掘立柱建物群内に１棟だけ大型竪穴建物跡が検出され

た他、大量の焼土と共に遺物が廃棄されていた土坑や、土採りを目的と

した土坑などを複数検出しています。区画外からは竪穴建物跡群を検出

し、鉄製品やスラグなども出土しています。 

後期調査では、竪穴建物跡、建て替えられるものも認められる掘立柱

建物跡、土採り土坑などを検出し、主に集落域にあたると思われます。 

なお、全調査を通して出土した文字資料は、これまでに朱墨「荒」・墨

書「丈」・「西」・「林主」などが確認されています。今後、整理調査を進

め、内容の再精査を図りたいと考えています。現地説明会を９月１４日

（土）に開催したところ、２００名を超える参加者がありました。普及

の面でも成果が得られたと考えています。               全景写真（上が北） 

 

竜巻被害に対する文化財レスキュー事業の実施 
9 月 27 日、同月 16 日に発生した竜巻で全壊した浄安寺（熊

谷市御正新田）の地蔵堂から、市指定文化財「千体地蔵」の本

尊や地蔵を回収して別の場所で保管する文化財レスキューを実

施しました。倒壊した地蔵堂の屋根などの下敷きになっていま

したが、水洗いして乾燥させた後、本堂に仮安置しました。作

業によって、645 体の仏像を確認することができました。これ

らの他、本尊の中から胎内仏が発見されました。 

 

熊谷市ムサシトミヨをまもる会の活動が日本ユネスコの未来遺産運動に登録 
公益社団法人「日本ユネスコ協会連盟」は、熊谷市ムサシトミ

ヨをまもる会の「世界で一つだけの『元荒川ムサシトミヨ生息地』

保護活動」を、ユネスコ・プロジェクト未来遺産運動に登録する

ことを決定しました。これは埼玉県では初めての登録となります。

この登録は世界で熊谷市だけに生息しているムサシトミヨの保護

活動を続ける、熊谷市ムサシトミヨをまもる会の取り組みが、次

世代に継承されるべき貴重な遺産として高く評価されたものです。

「元荒川ムサシトミヨ生息地」は県指定天然記念物に指定されて

います。（写真：生息地での清掃活動の様子） 

 

                                       

              

 
平成 2６年

1 月 10 日  
 
第 13 号
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市内遺跡発掘情報  

 

上之土地区画整理地内遺跡の発掘調査について 
上之土地区画整理事業に伴い、事前に発掘調査

を行っています。今年度は、５～９月に藤之宮遺

跡、１１～１２月に諏訪木遺跡及び上之古墳群の

発掘調査を行いました。 

藤之宮遺跡では、古墳～奈良･平安時代の竪穴住

居跡（左写真）や掘立柱建物跡等が重なりあって

多数見つかり、土器をはじめ、多くの遺物が出土しました。 

諏訪木遺跡及び上之古墳群は、同一箇所に広がる遺跡ですが、諏訪

木遺跡では主に中･近世の溝跡や掘立柱建物跡等、上之古墳群では円墳

の周堀の一部が見つかりました。前者からは板碑（右写真）や陶磁器、かわらけ、漆器、木製の下駄

等、後者からは埴輪の破片が出土しました。 

 

籠原裏古墳群の発掘調査「さらに南へ広がって分布する古墳を発見！」 
現在、市内新堀地内ＪＲ籠原駅北において８月からの発掘調査が進

行中です。調査は、土地区画整理事業に伴う街路築造及び店舗建設箇

所において実施しており、籠原裏遺跡及び籠原裏古墳群の範囲内にあ

たります。 

調査により、主として古墳時代後期（７世紀末頃）の古墳４基が確

認され、これまで１１基の古墳が確認されていた籠原裏古墳群が南へ

と広がっていることが新たに分りました。街路築造箇所に２基（第１

２・１３号墳）、店舗建設箇所に２基（第１４・１５号墳）確認され、

第１２・１３号墳は多角形墳になる可能性が高いものであり、周溝ま

で含めた規模が直径約１６ｍと他の２基に比べると規模が大きなものです。また、いずれの古墳も埋

葬施設は胴張型横穴式石室で、わずかな出土遺物と石室の形態から７世紀末～８世紀初頭と考えられ

ます。なお、この時期は、ここから約２㎞北西には当時の幡羅郡家（郡役所）があり、その郡家との

関係においても注目される古墳です。（写真は第１２号墳検出状況。中央が石室である。）  

 

市内遺跡発掘概要「個人住宅建設に伴う発掘調査」 
まず、8 月に、広瀬地内の不二ノ腰遺跡及び石原古墳群の発掘調査を

行いました。この発掘調査箇所は不二ノ腰遺跡、及び石原古墳群にまた

がる場所で、掘立柱建物跡の一部と思われる柱跡が検出され、底部から

は柱を支えたと思われる礫が検出されました。９月には上之地内で前中

西遺跡の発掘調査を行い、弥生～古墳時代の土器片、数条にわたる溝跡

を検出しました。9 月下旬から 10 月上旬に掛けて、永井太田地内の北

廓遺跡の発掘調査を行い、平安時代の土器片などが出土しました。10 月には妻沼中央地内で彦松西

遺跡の発掘調査（写真）を行い、幅 1.5ｍほどの比較的大きな溝が調査区を南北に縦断しているのが

検出され、水路としての利用が考えられます。                    

                    

連載 くまがやの古墳群     ⑦ 瀬戸山古墳群 
瀬戸山古墳群は、平塚新田・楊井地区の江南台地北縁部に立地

し、東西に広く分布する古墳時代後期から終末期にかけての古墳

群で、現在３３基が確認されています。 

古墳は、６世紀後半の前方後円墳・伊勢山古墳の他は全て円墳

で、３３基のうち１８基は、発掘調査が行われています。北西部

の１３基は、周溝のみ検出された円墳で、一部の古墳からは馬形

埴輪や円筒埴輪が出土し、前方部が短い帆立貝式の前方後円墳の

可能性が考えられる二重の周溝をもつ古墳も存在します。 

一方、南東部の５基については、全長４１ｍの前方後円墳である伊勢山古墳の他は楊井薬師寺古墳

第１号墳などの円墳で、いずれの古墳の埋葬施設も凝灰岩(ぎょうかいがん)の截石(きりいし)を切り

組みし精巧に造られた横穴式石室です。また、伊勢山古墳からは直刀、鉄族、轡(くつわ)（馬具）の

ほか円筒埴輪が出土していますが、他の円墳からは埴輪が出土していません。以上のことから、本古

墳群は、埴輪があった６世紀後半から埴輪が消滅した後の７世紀末～８世紀初頭までの長期間にわた

り造られた古墳群です。（写真は楊井薬師寺古墳第１号墳の全景） 
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文化財センター通信  
 

企画展「茶磨展」  
平成 25 年 7 月 11 日から平成 26 年 1 月 10 日にかけて、

江南文化財センターにおいて、「茶磨」に関する展示を行いまし

た。茶磨は、中国北宋代（960－1127）に発明され、14 世

紀頃日本へ伝わった、茶葉を粉末にする石製の回転式粉砕機の

ことです。現在、日本では一般的に「茶臼」と表記されますが、

既に中国北宋代において「茶臼」と表記される木製の道具が存

在しており、磨る機能を持つ器具であることから「茶磨」と表

記されるべきものです。              

遺跡からの出土例は、中世では寺院・城館跡・墓域から、近

世では大名屋敷・城館跡から主に出土しています。今回の展示

では、市内出土品の他、伝世品や陶製の茶磨、根付等も展示し

ました。（熊谷デジタルミュージアムの読書室〈PDF 文庫・パ

ンフレット〉に資料を掲載）                  （写真：根付「茶磨坊主」） 

       
 

第六回地域伝統芸能今昔物語  

11 月 23 日、江南総合文化会館ピピア・ホールにて埼玉県

芸術文化祭 2013 地域文化事業「第六回地域伝統芸能今昔物

語」を開催しました。約 550 名の来場者が無形の文化財保持

団体の 7 団体・芸能 7 団体、賛助出演 1 団体の、計 15 団体

による共演を鑑賞されました。伝統芸能を次世代に継承するこ

とを目的に、各団体ともに児童生徒を始めとした多くの若手の

出演がありました。同会場では無形民俗文化財パネル展も開催

し、市内の伝統芸能や世界無形文化遺産の紹介を行いました。 

須賀広ササラ獅子舞 

 

国指定史跡「宮塚古墳」を地元の小学生が清掃  

11 月 30 日、国指定史跡「宮塚古墳」において地元の

広西子ども会の児童（大麻生小学校）及び保護者、約 20

名による清掃が実施されました。宮塚古墳は上円下方墳と

呼ばれる珍しい形をしていることから、昭和 31 年に国指

定史跡に指定されました。参加者は落ち葉や枝などを協力

して集めて袋に詰め込んでいました。清掃後、担当職員か

ら古墳や市内の文化財についての説明を行いました。 

 

                               小学生による落ち葉拾い 

 

文化財探訪     

 押切の双体道祖神（熊谷市指定有形文化財：熊谷市押切 700） 
造立：寛政十年（1798）八月十一日。 

施主：上押切村中。願主：彗昌。 

道祖神は、日本古来の邪悪をさえぎる塞神と中国渡来の道祖信仰との

習合で道陸神（ドウロクジン）やサイノカミと呼ばれ、村境や峠、辻、

橋のたもとに建てられ、外から入ってくる疫病、悪霊の類を防ぎ、村人

や旅人の安全を守ってきました。男女 1 対となる「双体道祖神」は、長

野県から群馬県方面に多く見られる石造物です。 

押切の「双体道祖神」は、ドウロクジンサマと呼ばれており、足の神

様としての信仰が見られ、近年まで、足の病にかかると大きなわらじを

つくって奉納したと伝えられています。頭上に冠を載せ、仲睦まじく 2

体が肩を組み、手をつなぐ、二神組肩握手型とされる型式です。この「双

体道祖神」は、上押切村の、昔日の面影を残す貴重な文化財です。 
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文化財コラム 古代との遭遇・第１３話『水辺での祭りごと 西別府祭祀遺跡』 
 

昭和 38 年 3 月 21 日、熊谷市立南小学校 6 年生の児童 2 人によって、西別府の湯殿神社裏の北東

面崖下・別府沼の中から、加工した珍しい石など約 20 点が発見されました。その後の調査にて、古

代の祭祀に用いられた馬形、櫛形、勾玉形、円板形、剣形などの滑石製模造品と土錘（どすい）であ

ることが確認されたのです。同年 4 月 4 日から 3 日間、滑石製模造品が見つかった地点の発掘調査

を実施しました。その結果、土器、土錘(どすい)などのほか 160 点ほどの滑石製模造品が検出され、

形状の判明するものは馬形 13 点、櫛形 19 点、剣形 3 点、勾玉形 16 点、有孔円板形 10 点、有線

円板形 19 点に及びました。発掘した場所が湯殿神社のほぼ真下に当たり、以後湯殿神社祭祀遺跡と

いう名称で知られることとなります（平成になって西別府祭祀

遺跡と改称）。平成４年には、湯殿神社下の沼地全域の発掘調査

が行われ、祭祀が 7 世紀半から 11 世紀代に及んでいたこと、

滑石製模造品（写真左上 2 点人形(ひとがた)、右上 5 点馬形、

中・下段櫛形）を祭具としていた時代が７世紀後半の年代、つ

まり律令制開始直前であること、それ以後は土器を中心に行わ

れたことなどが分かってきました。本遺跡は、崖の上に南に隣

接して西別府廃寺、そのすぐ西側には幡羅遺跡（幡羅郡役所跡）

が所在し、これらの遺跡と密接な関係を持つ重要な遺跡となっ

ています。 (左写真：滑石製模造品) 

 

 

◇ 国宝を見に行こう！ 妻沼聖天山本殿「歓喜院聖天堂」のご案内 

場所・問合せ 交通アクセス 拝観料 公開日時 歓喜院聖天堂 

 

 

住所： 

熊谷市妻沼 1627 

 

電話： 

048-588-1644

（寺務所） 

 

バ ス 利 用 の 場 合 ：  

JR 熊 谷 駅：朝 日 バ ス（ ６ 番 乗 り 場 ）

～ 太 田 駅 行 ・ 妻 沼 聖 天 前 行 ・ 西 小

泉 駅 行 ～ 「 妻 沼 聖 天 前 」 下 車 。  

ゆ う ゆ う バ ス （ 市 内 循 環 バ ス ）：  

グ ラ イ ダ ー 号 ・ ム サ シ ト ミ ヨ 号 、

「 妻 沼 聖 天 前 」 下 車 。  

700 円 

（小学生以下は

無料） 

ガイド解説付き 

 

境内入場は無料 

年中無休 

10 時から 

16 時 30 分 

（受付は 16 時

まで） 

 

                        

編集後記   

平成 25 年は日本の文化財の分野においても歴史に残る一

年となりました。それは日本のシンボルでもある「富士山」

が世界文化遺産に登録されたこと、そして私達の生活を彩る

「和食」が世界無形文化遺産に登録されたことです。日本人

にとっての身近な存在が、世界を代表する文化遺産として認

められたことは私たちにとっての誇りであります。また登録

を機に富士山へ登山する人や、和食文化を再認識する人も増

えているようです。文化遺産や文化財が意外と身近にあると

いうことを感じた方も多くいたことと思います。熊谷市の中

においても、古い時代から今に至るまで大切に守られてきた

身近な文化財が数多くあります。本紙や熊谷デジタルミュー

ジアムを参照しながら、文化財探訪をお楽しみください。 

 

発行：平成２６年１月１０日  
熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 
文化財の紹介、ブログ「熊谷市文化財日記」、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載 
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発行：熊谷市立江南文化財センター 
 

TOPICS 

平成 25 年度の発掘調査件数が過去最多  
 ２５年度は、平成２６年４月からの消費税増に伴う影響

で開発が多くなり、それに比例して発掘件数も多くなりま

した。個人住宅の発掘は７件、分譲住宅等は３件、区画整

理等で５件の総計１５件となりました。これらの他、前年

度からの継続事業としてスマートタウン造成事業に伴う発

掘がありました。年間における発掘調査（本調査）の件数

は、記録が残る昭和 53 年以降の埋蔵文化財保護事業にお

いて最多となりました。  

 それらの内訳をみると、個人住宅は８月から広瀬地内の不二ノ腰遺跡、９月には上之地内の前中西

遺跡、９月下旬からは永井太田地内の北廓遺跡、さらに１０月下旬には彦松西遺跡、そして年が明け

て１月には下川上地内で北島遺跡を２箇所調査しました。分譲住宅等においては、４月には中西三丁

目地内の前中西遺跡で１１棟分を、５月に広瀬地内の不二ノ腰遺跡で住宅２棟分を、そして１月には

広瀬地内で石原古墳群、不二ノ腰遺跡で住宅３棟分の発掘調査を行いました（右上写真）。  

 区画整理事業では、年間を通じて、３回に分け、上之区画整理地内（道路予定地）の藤之宮遺跡、

諏訪木遺跡・上之古墳群、前中西遺跡の発掘調査を行いました。９月には籠原中央第一区画整理事業

内（道路予定地・店舗移転）の籠原裏遺跡、籠原裏古墳群で発掘調査を行いました。昨年度から行っ

ているスマートタウン造成事業地内の在家遺跡の発掘調査は 9 月で終了し、現在は出土遺物や図面の

整理作業を行っています。  

 これまでにない件数の発掘調査に加え、多くの新発見が相次ぎ、熊谷の歴史を知る上での貴重な資

料の一部となるでしょう。  

 

企画展「遺跡出土ビン展」好評開催中  

平成 26 年 1 月 14 日から 7 月 14 日にかけて、江南文化財センターにおいて、遺跡から出土した

明治から昭和時代にかけてのガラスビンに関する展示を行っています。

展示したビンは、薬品・化粧品、文具類、アルコール・ジュース類、

牛乳ビンなど多岐にわたっています。  

現在、考古学の世界では、基本的に近現代の出土品は、調査対象か

ら外れています。しかし、どんなささいな遺物でも、「なぜそこにある

のか、いつ、だれがそれを作り、何のために使ったのか」を調べてい

くと、地域における人々の暮らしが浮かび上がってきます。今回の展

示から、身の回りの「ささいなもの」からでも、歴史を知ることがで

きる楽しさを感じていただければと思います。  
 

展示品：薬品・化粧品類  

                                       

                                           

      

1.石丸病院薬ビン  2.ホーカー液ビン  3.レートクリームビン  4 .ビオフェルミン薬ビン  

 

平成 2６年  

4 月 25 日  

 

第 14 号  
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市内遺跡発掘情報  

 

平成 25 年度上之土地区画整理地内遺跡の発掘調査について 
市内上之では土地区画整理事業に伴い、事前に発掘調査を行っていま

す。平成 25 年度は、藤之宮遺跡（５～９月）、諏訪木遺跡及び上之古墳

群（１１～１２月）に続き（前号に掲載）、前中西遺跡（１～３月）の調

査を行いました。  

今回の調査箇所は、遺跡範囲ほぼ中央の南北２箇所に分かれており、

南側の調査区では古墳時代の集落、北側の調査区では弥生時代の墓が見

つかりました。南側の調査区で見つかった竪穴住居跡は、古墳時代前期

（約 1,700 年前）が４軒、後期（右上写真、約 1,400 年前）が 16 軒

であり、各住居跡から土師器が多数出土しました。北側調査区では、弥

生時代後期（約 1,900 年前）の方形周溝墓（右下写真）が３基見つか

り、一部の墓からは弥生土器甕がまとまって出土しました。                            

遺跡の出土状況  
 

石原古墳群・不二ノ腰遺跡の発掘調査「土師器、須恵器のほかに古銭も出土！」 
１月末から３月にかけて市内広瀬地内で、石原古墳群・不二ノ腰遺跡の発掘

調査を行いました。分譲住宅建設に伴う発掘で、全部で３棟分の住宅予定地の

調査を行いました。調査の結果、全部で５棟分の竪穴建物跡と数十基のピット

と土坑を検出しました。建物跡は土層の識別が大変難しく、掘削する際にはと

ても苦労を強いられました。しかし、その甲斐もあって保存状態のよい形で遺

構が残されていることが確認でき、また、かまども確認され、当時煮炊きに利

用していたと思われる土器がほぼ完形の形で確認されました。  

遺物は土師器、須恵器が主な出土となり、それらから判断して、今回調査し

た遺跡はおおよそ９世紀代のものだと考えられます。また、出土遺物の中には、

建物跡から出土した鉄滓（鉄のくず）や羽口が見られました。羽口とは金属を

溶かす時に風を送りこむふいご（送風装置）と炉の間に取り付ける風を送る管

です。また、流れ込みによるものだと考えられますが、興味深いものとしては、

古銭（寛永通宝）も出土しました。今年度での整理作業となりますが、先に述べたように鉄の精錬に

関連する遺物が出土している点から、鍛冶に関係する集落が存在していた可能性が考えられます。  

 

◇平成 25 年度刊行の埋蔵文化財調査報告書  
平成 25 年度に刊行した埋蔵文化財調査報告書は、

右記の２冊です。これらの報告書は、江南文化財セ

ンター及び市立図書館で閲覧できます。またホーム

ページ「熊谷デジタルミュージアム」でも公開（PDF

版）していますので、ぜひご覧下さい。  

 

連載  くまがやの古墳群    ⑧在家古墳群「特異な小石室をもつ古墳群」 
在家古墳群は、玉井地区の櫛挽台地北東縁部に立地し、台地に沿って南北に分布

する古墳時代後期から終末期にかけての古墳群で、現在６基が確認されています。

いずれの古墳も、土地区画整理事業に伴う発掘調査により発見されました。  

古墳は全て円墳と考えられますが、埋葬施設については、２種類確認されていま

す。いずれも河原石積みの石室で、いわゆる胴張型横穴式石室と呼ばれるものと、

小規模な竪穴系石室です。胴張型横穴式石室は、本地域のこの時期の石室としては

良く見られる形態ですが、竪穴系石室については特異な存在といえます。  
竪穴系石室をもつ古墳は４基確認されていますが、いずれの古墳もおおむね直径

７～１０ｍの小規模な墳丘であり、それに呼応するかのように小規模な

石室が構築されていました。それは、全長が、大きなもので約２ｍ（第

５号墳石室：左写真）、小さなもので約１ｍ（第６号墳石室：右写真）、

いずれも幅が約０．５ｍです。後者については、大人が伸展葬で入れる

規模ではなく、子どもの埋葬ないしは大人の火葬骨を埋葬した可能性が

考えられます。また、出土遺物も皆無に近く、時期が特定できるものは

第４号墳周溝から出土した土師器小型壺であり、この土器が示す７世紀

後半～末が、これら竪穴系石室をもつ古墳の時期と推定されます。  

 

報告書名  所在地  時 代  

『萩山遺跡』ＰＬ  

・図版編  

千代  縄文､平安､中世  

『南方遺跡Ⅱ』  千代  中･近世  
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文化財センター通信  
 

◇星溪園積翠閣ギャラリー展「茶器・茶道具の彩り」  
「茶器・茶道具の彩り」展を市指定名勝「星溪園」の積翠閣ギャラ

リーにて開催しています。星溪園が所蔵する茶器・茶碗をはじめ、

六代浅見五郎助造の干支茶碗や、現代日本における新進気鋭の陶芸

作家・デザイナーの河原尚子さんが手掛けた白く端正な茶碗も展示

しています。また、同ギャラリーでは星溪園を造立し、近代熊谷の

発展に大きく貢献した竹井澹如の歴史について紹介しています。ど

うぞ、ご参照ください。とき：開催中～５月 25 日（日曜）9 時～

16 時（月曜休園、月曜が祝日時は翌平日）ところ：星溪園積翠閣  

入場料：無料  

 

◇生業の道具展  

江南文化財センターのテーマ展示「民俗資料展」の展示替を行な

いました。「生業の道具展」と題し、江南文化財センター所蔵の寄贈

民具の中から、角樽・芋切機・養蜂箱・歯車型絹糸枠取機、足踏み

脱穀機を展示しました。足踏み脱穀機の足踏み体験ができますので、

この機会にぜひご覧ください。展示期間は、平成 26 年７月 18 日

（金）まで（土・日・祝日休館）。  

       

◇国宝「歓喜院聖天堂」の文化財説明板を設置  

妻沼聖天山の本殿、国宝「歓喜院聖天堂」の文化財説明板を設置しました。平成 25

年度の歓喜院聖天堂情報発信事業では、パネル展や記念講演会などを実施してきまし

た。その事業の一環として、日本を代表する文化財建造物である国宝「歓喜院聖天堂」

を来場された多くの皆様に知ってもらおうと拝殿前に説明板を設置し、更なる啓発を

図っています。是非、極彩色彫刻をご鑑賞ください。  

 

◇「恋するフォーチュンクッキー（熊谷市 ver.）」で文化財を再発見  

江南文化財センターでも撮影が行われた、「恋するフォーチュンク

ッキー（熊谷市 ver.）」が YouTube の熊谷チャンネルにて公開さ

れています。  

江南文化財センターの他、星溪園、国宝「歓喜院聖天堂」・重要文

化財「平山家住宅」・野原の文殊寺・国登録有形文化財「坂田医院旧

診療所」・市指定有形文化財「根岸家長屋門」などにおいても撮影が

行われ、多くの方々がダンスを披露しています。根岸家長屋門と平

山家住宅では各所有者も出演しています。恋チュンを通じて、市内

文化財の新たな一面もお楽しみください。  

                                

 

文化財探訪      

 とうかん山古墳―市内最大の前方後円墳（埼玉県指定史跡：熊谷市箕輪 99-1） 
とうかん山古墳は、市内箕輪の台地上に築造された市内最大の

前方後円墳です。現在、墳丘周囲に巡る濠は埋没していますが、

墳丘の規模は全長 75ｍ（前方部長 38ｍ、後円部径 37ｍ）、後

円部の高さは 6.2ｍを測ります。墳丘の一部が削平されています

が、全体的に保存状態が良好なことから昭和 62 年に県の文化財

に指定されています。  

とうかん山古墳では、これまで発掘調査が行われたことがない

ため埋葬施設など詳しいことについては分かっていません。しか

し、採取された土師器や円筒埴輪のかけらから６世紀後半の築造

と考えられ、同時期の行田市埼玉古墳群瓦塚古墳の規模に匹敵す

ることから被葬者はかなり有力な人物であったと考えられます。  

「とうかん山」という名称は、むかし古墳墳頂に小さい祠（稲荷社）があったことから「お稲荷山

（とうかやま）」と呼ばれていたものが転化したと考えられています。  
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文化財コラム 古代との遭遇・第１４話『墨書土器について① 在家遺跡』 
 

発掘調査では土器や瓦が出土しますが、中には文字や記号がみられるものがあります。へらなどで

刻まれたものを刻書、墨や朱で書かれたものを墨書、焼き上げ前にハンコを押したものを押印・刻印

などと呼びます。今回は、別府地内の在家遺跡で見つかった奈良･平安時代の土師器や須恵器の墨書に

ついて連載してご紹介します。墨書・刻書土器は県内でおよそ 4,900 点確認され、当市では 1,300

点を超え、県内でも有数の出土状況といえます。文字が書かれた意味は、色々と考えられますが、主

に場所や所有を示すもの、祭祀行為に関わるものなどとされています。文字自体がもつ意味は色々と

考えられます。何故なら、一文字または二文

字程度のものがほとんどであり、様々な憶測

が可能だからです。また、現在では通常見ら

れない文字なども書かれています。則天文字

と呼ばれる特殊な文字は、中国が唐王朝であ

った時代に国号を周と改めた則天武后により

創られた文字ですが、墨書土器に散見されま

す。このほか独自の字形などもみられバリエ

ーションに富んでいます。いずれにしても、

墨書土器は在地における識字層の存在を示し

ています。このことは、律令国家の形成と運

営に深く関わっています。（※画像の拡大した文字は色調補正等をかけて見やすくしてあります。）  

 

◇ 市政宅配講座で文化財を学ぼう。（問合せ先：熊谷市広報広聴課 048-524-1156） 
講座名  内容  

ようこそ「江南文化財センター」へ  文化財センター内の展示品・出土品について解説します。  

わくわく土器ドキ石器講座  市内の遺跡から発掘された現物の出土品を紹介しながら、熊谷

の古代について解説します。  

名勝「星溪園」を味わう  名勝「星溪園」において、建物、庭園について説明します。  

「伝統芸能の世界」今昔物語  無形民俗文化財と地域の伝統芸能を DVD 映像で説明します。  

中山道をめぐる熊谷の歴史と文化財  中山道と熊谷の歴史的な関わりについて説明します。  

熊谷歴史たてものレビュー  文化財建造物について解説します。（国宝「歓喜院聖天堂」など） 

指定文化財「絵画」への招待  文化財「絵画」について解説します。（崋山・晴湖・恒友など） 

                              

編集後記    

平成 26 年 4 月 20 日、重要文化財「平山家住宅」にて、

春の祭典コンサートが開催されました。一年前、地元市民

を中心に更なる建物の公開活用に向けて、平山家住宅を活

用して楽しむ会が発足し、様々な行事を開催しています。

今回のコンサートでは、埼玉県立秩父農工科学高等学校の

秩父屋台囃子保存部、新島学園聖歌隊、一箏会、青梅リコ

ーダーオーケストラによる演奏の他、落語や地元の伝統行

事である団子投げが行われました。250 名を超える来場者

があり、茅葺屋根や室内の木組み構造を眺めながら、美し

い響きに耳を傾けていました。国内の文化財建造物につい

ては、美術工芸品のように保存に重点を置く事例もありま

すが、積極的な公開活用によって多くの関心を持ってもら

う事例も多くあります。文化財の保存活用について研究を

続けていきたいと思います。  

発行：平成２６年４月２５日  

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）  

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」 http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 
文化財の紹介、ブログ「熊谷市文化財日記」、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載 
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発行：熊谷市立江南文化財センター 
 

TOPICS 

埼玉県初！ほぼ完形の土偶形容器発見！！ 

 
平成 27 年  
1 月 15 日  

 
第 15 号

 平成２６年７月から８月にかけて、上之に所在する諏訪木遺跡におい

て、個人専用住宅建設予定地の発掘調査を実施したところ、弥生時代中

期後半（今から約２，０００年前）と考えられる竪穴住居跡から、土偶

形容器１点がほぼ完全な形で出土しました。土偶形容器は、隣接する弥

生時代中期～後期の大規模集落が確認されている前中西遺跡においても、

同時期のものが破片や欠損している状態では出土していますが、ほぼ完

全な形での出土は埼玉県初で、全国的にも数例しかなく珍しいものです。 

 土偶形容器とは脚のない人形の容器で、中が空洞、頭部が開いていて、

ここから物の出し入れができるものです。主に福島県から愛知県に至る

地域で発見されていますが、その出土事例から、一種の蔵骨器と考えられています。また、小型であ

ることから、赤ちゃんの骨や歯が入れられていた可能性があり、形状から祖先を表現したものとされ、

弥生人の強く生命の再生を願う意味が込められているものと考えられます。 

 高さが約１８㎝、顎の一部が欠損しています。頭部や底部外面には赤彩が残り、顔面には入れ墨文

様の縄文、頸部には簾状文（ れん じょう もん ）、お腹に添えられた両腕には４条の刻みが施され、５本の

指も表現されています。また、女性の胸の表現がないことから、男性と推察されます。 

 この土偶形容器の出土は、弥生時代の人々の死や埋葬に対する考え方などを知る上で貴重なものと

なったと考えられます。なお、土偶形容器は、共に出土した弥生土器壺と一緒に、江南文化財センタ

ーにおいて、３月末まで特別展示していますので、土偶形容器のユーモラスな姿を是非ご覧ください。 

 

夏休み・県民の日体験教室  

毎年恒例になりました夏休み体験教室。今年は、勾玉作りを８回、は

にわストラップ作り（写真）を２回、土器作りを１回開催しました。今

年も個性的で楽しい作品が色々と出来上がりました。子供たちの豊かな

発想や創造力にはいつも感心してしまいます。また、県民の日には坂田

医院旧診療所の一般公開と勾玉作りの他に新企画の「コースター作り」

を開催しました。厚紙製の長方形の枠に経糸を張り、そこに横糸を上下

互い違いに通していくという、編みと織りの要素の両方が含まれた、古

代の布作りを応用した方法でコースターを作っていきました。経糸の張りかたが少し複雑だったのか、

苦戦する子もいましたが、頑張って作業を進め、全員が完成させることができました。 

 

「きかは便郵」の世界  

ブログ『熊谷市文化財日記』では、「きかは便郵」としたカテゴリーで、昔の熊谷地域の絵葉書を紹

介しています。日本での絵葉書の発行は、明治 33 年（1900）10 月に、私製葉書の発行が許可され

たことにより始まります。熊谷地域においても、明治時代末から戦前にかけて、寺院・名勝・公共施

設・商店街等、多くの絵葉書が発行されました。 

特に熊谷市街地は、大火・震災・空襲等の被害を受け、古い

街並みはほとんど失われてしまい、当時の姿を写した写真は、

各家庭にカメラが普及していない当時の記録写真として非常に

貴重なものとなっています。熊谷地域の絵葉書をお持ちの方は、

ぜひ熊谷市史編さん室までご一報ください。 

熊谷市史編さん室（熊谷市妻沼東 1-1：電話 048-567-0355） 

 

写真：熊谷市内の中山道の街並みが写る「熊谷名勝 本町通り」 

撮影：大正 7 年（1918）～昭和 8 年（1933） 
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市内遺跡発掘情報  

 

個人住宅等の発掘調査「過去最多」 
平成２６年４月～１２月までに実施した、公的な開発を除く緊急発

掘調査は８件実施され、過去 多のペースとなっています。遺跡別で

は、前中西遺跡４地点、諏訪木遺跡１地点、宮脇遺跡１地点、元境内

遺跡１地点、池ノ上遺跡１地点となっています。調査の要因は個人住

宅の地盤改良施工によるものであり、遺跡が保護できないため記録保

存のための発掘調査となります。調査期間１ヶ月、面積は１００㎡に満たないものがほとんどですが、

諏訪木遺跡より弥生時代の土偶型容器（TOPICS 参照）が出土するなど、侮れない結果が確認され、

地域の歴史解明に寄与しています。一方で東日本大震災以降、地盤改良の施工が主流となりつつあり、

埋蔵文化財の現地保存が難しくなっています。（写真：池ノ上遺跡（妻沼地区）での発掘調査の様子） 

 

元境内遺跡―奈良時代の住居跡が出土 
平成２６年９月から１０月かけて、野原地内において、個人専用

住宅建設予定地の発掘調査を実施しました。調査により、奈良時代

（８世紀初頭）の竪穴住居跡１軒（写真）などが確認されました。

この住居跡は、調査区の北東隅に確認され、全体を把握できる状態

ではありませんでしたが、東にカマドが設置され、床面は貼り床構

造（一旦床面を掘り下げ、そこにあらためて土を充填し搗き固め床

面を造り出すもので、湿気を逃がす等の利点があった）の住居でし

た。調査途中、台風に見舞われ湧水に悩まされました。 

出土遺物は、土師器坏・甕（かめ）、須恵器甕等が見られましたが、特に注目されるのが須恵器の仏

具が出土したことです。この住居において何らかの仏教的活動が行われていたのかも知れません。本

調査区の約２５０ｍ北には文殊寺が所在し、「文殊寺略史」によると６世紀末～７世紀前半の推古天皇

の時代から文殊寺のある野原は開けた土地であったということです。この記述と併せて歴史を考えて

みるのも興味深いことではないでしょうか。 

 

上之土地区画整理地内遺跡―竪穴住居跡など貴重な遺構を確認 
市内上之では土地区画整理事業に伴い、事前に発掘調査を行ってい

ます。平成 26 年度は、5 月から 8 月にかけて前中西遺跡、10 月か

ら 12 月にかけて藤之宮遺跡の調査を行いました。 

前中西遺跡の調査箇所は、遺跡範囲北西部にあたり、周辺の調査結

果から弥生時代中期後半（約 2,000 年前）の集落が広がっているこ

とが予測されましたが、今回の調査では竪穴住居跡 4 軒の他に外縁で

約 30ｍを測る本遺跡では 大規模の方形周溝墓１基（写真）が確認されました。 

藤之宮遺跡では、古墳時代前期（約 1,700 年前）から平安時代（約 1,000 年前）までの竪穴住居

跡や掘立柱建物跡、井戸跡などが密集して多数見つかりました。特に竪穴住居跡は大半が重なりあっ

て位置しており、同じ場所に何回も建替えられていた状況が確認されました。  

 

 

連載 くまがやの古墳群     

⑨石原古墳群 ―荒川左岸の自然堤防上にある古墳群 
石原古墳群は、石原、坪井、広瀬、小島地区の妻沼低地、荒川左

岸の自然堤防上に所在する古墳時代後期に造られた古墳群です。古

墳群は大きく二群に分けられ、現在１５基が確認されており、その

ほとんどが削平や消滅し、大きな墳丘が見られるのは僅かです。 

北の坪井支群には、墳丘に埴輪が樹立し、河原石積みの胴張型横

穴式石室から直刀、刀子(とうす)、鉄鏃(てつぞく)、銅釧(どうくしろ)、耳環(じかん)、切子玉を出土

した薬師堂古墳など７基の古墳があります。銅釧（腕輪）を出土する後期古墳は数少なく、この薬師

堂古墳が盟主墳に位置付けられ、石室の構造と併せて７世紀初頭前後に造営されたと推察されます。 

南の石原支群には、墳丘が残る全長３４ｍを測る前方後円古墳のほか円墳７基、計８基の古墳があ

ります。石原支群の古墳は、これまでに５基が発掘調査され、いずれの古墳からも埴輪が出土してい

ます。また、石室が確認された古墳はいずれも河原石積みの胴張型横穴式石室であるこのことから、

６世紀後半～７世紀初頭の造営と推定されます。（写真は石原古墳群第２号墳。中央手前が横穴式石室） 
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文化財センター通信  
 

◇第７回地域伝統芸能今昔物語  
平成 26 年 11 月 23 日、熊谷市大里生涯学習センター「あ

すねっと」文化ホールにて、「埼玉県芸術文化祭 2014 地域

文化事業 第七回地域伝統芸能今昔物語」が行われました。

天候にも恵まれ、約 450 人の方々の来場がありました。箏

曲雅会、成沢屋台囃子、間々田万作踊り、上川原神道香取流

棒術、沖縄舞踊、手島楽友会、熊谷祇園囃子、むさし江南音

頭、妻沼八木節、池上獅子舞、大里音頭の 11 団体が出演しました。それぞれの団体に小中学生や若

手演奏者などの出演があり、伝統芸能の保存継承に向けた貴重な機会となりました。（写真は手島楽友

会笠踊り。八木節のリズムと共に大里地域の風土について歌唱される。） 

 

◇埼玉新聞「熊谷ルネッサンス」の連載開始  

平成 26 年９月より埼玉新聞の県北版（熊谷・深谷地域版）に

て、熊谷の文化財や歴史を再認識する連載企画「熊谷ルネッサン

スーアートな文化財」の連載が開始しました。第 1 回目の国宝「歓

喜院聖天堂」に始まり、「星溪園」、「片倉シルク記念館」、「熊谷染」

などについて紹介しています。ギリシア・ローマ時代への文化復

興を意味する「ルネッサンス」。まさに古き時代と向き合いながら、

熊谷の文化そのものである文化財や文化遺産について解説してい

く予定です。ご参照ください。（右：埼玉新聞での紹介記事） 
 

◇わが街熊谷遺跡めぐり開催中  

江南文化財センターでは、市内の遺跡から出土した遺物を時代順に展示した常設展の他に「わが街

熊谷遺跡めぐり」と題したテーマ展（常時）や 新の成果を展示した速報展（適宜）などを開催して

います。平成 26 年度実施の展示は、次のとおりです。どうぞご覧ください。 

展示名 開催期間 主な展示品 

『前中西遺跡』 H26.9.8～H27.3.6 弥生時代礫床木棺墓出土管玉 

『籠原裏遺跡』 H26.8.18～H27.2.17 旧石器時代石器､平安時代土器 

『弥生時代の石器』 H26.5.23～H27.3.31 打製石器､磨製石器､石戈 

『諏訪木遺跡出土土偶形容器速報展』 H26.9.29～H27.3.31 弥生時代土偶形容器 

 

文化財探訪     

 熊谷次郎直実・蓮生ゆかりの地 
鎌倉時代、熊谷を代表する武将である熊谷次郎直実。仏門に入られた後

は法力房蓮生法として多くの人々に慕われました。熊谷には直実・蓮生に

ゆかりのある場所や史跡が残されています。 

① 熊 谷 寺  熊 谷 氏 の 館 跡 に 蓮 生 法 師 （ 出 家 後 の 直 実 ） が 草 庵 を 建 て た              

ことが始まりといわれています。後に幡随意上人が中興し熊谷寺として

知られるようになりました。今も法師が伝えた念仏の教えを受け継ぐ信

仰の場となっています。（仲町 43）：                    熊谷寺 

②奴稲荷神社 熊谷寺の山門の東隣にあります。この稲荷は戦の中、常に直実を守ったと伝えられて

います。江戸時代には子育稲荷として広く知られ、歌川豊国の錦絵にも描かれました。 

③千形神社 直実の父、直定が退治した大熊の血が流れて行った場所に社を建て血形神社として祀っ

たことが起源とされる神社です。（本町 1-18） 

④熊野堂 地元の人には「くまんどう」と呼ばれています。直定が退治した大熊の頭を葬り熊野権現

を祀った地であるとされています。現在、お堂は無くその由来を伝える石碑が建てられています。

（宮町 1-14 辺り） 

⑤蓮昭寺 熊野堂から北へ延びる道を２００メートル程行った左側にあります。幡随意上人が蓮生法

師の草庵を箱田に移したことが始まりと伝えられているお寺です。（箱田 578） 

 

◇直実ゆかりの地をめぐるマップについては、熊谷デジタルミュージアム・マップコーナーに掲載されて

います。（ http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/jousetu/bunkazai/mapiroiro.htm ） 
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文化財コラム 古代との遭遇・第１５話『墨書土器について② 在家遺跡』 

 墨書土器は、在地における識字層の存在を示すと前号で述べ

ました。地方における文字（漢字）の受容は、７世紀ごろの地

方豪族による先進文化・技術の積極的な受け入れによるものと

考えられています。その後、命令や報告を文書で行う律令国家

へと政治体制が移行しますが、前述の下地があり律令による文

書主義が機能したと考えられています。このような流れの中で、

墨書土器が出現したといえ

ます。 

 墨書土器は東日本に多く、

中でも埼玉県・千葉県で多く確認されています。文字だけをみる

と、全体的に共通した種類が確認されますが、地域的に絞ると、

共通性は限定される傾向にあるようです。７世紀代は少なく、８

世紀になり増加する傾向がうかがえます。これは、８世紀になり

全国的に造営が進む、官衙（古代の役所）や付随する寺院、関連

する集落などが関係しています。平成２５年に発掘調査された別

府地内の在家遺跡も８～９世紀に存在した官衙関連遺跡と判明し

ており、特に西別府湯殿神社周辺に所在した幡羅郡家との関わり

が考えられます。 写真：分析箇所（左上）と赤外線分析画像（右下） 

 

◇市政宅配講座で文化財を学ぼう。 

（問合せ先：熊谷市広報広聴課048-524-1156 または江南文化財センター） 
講座名 内容 

ようこそ「江南文化財センター」へ 文化財センター内の展示品・出土品について解説します。 

わくわく土器ドキ石器講座 市内の遺跡から発掘された現物の出土品を紹介しながら、熊谷

の古代について解説します。 

名勝「星溪園」を味わう 名勝「星溪園」において、建物、庭園について説明します。 

「伝統芸能の世界」今昔物語 無形民俗文化財と地域の伝統芸能を DVD 映像で説明します。

中山道をめぐる熊谷の歴史と文化財 中山道と熊谷の歴史的な関わりについて説明します。 

熊谷歴史たてものレビュー 文化財建造物について解説します。（国宝「歓喜院聖天堂」など）

指定文化財「絵画」への招待 文化財「絵画」について解説します。（崋山・晴湖・恒友など）

                              

編集後記   

NHK 大河ドラマ「花燃ゆ」は、吉田松陰の妹「文」

を主人公に幕末から明治に生きた人々の姿を描いたもの

です。熊谷の地と「花燃ゆ」を結ぶ人物が、「文」の夫で

あり、かつて存在した熊谷県の県令（現在の知事）を務

めた楫取素彦（かとり・もとひこ）です。楫取は、大里・

根岸家の幕末の志士、根岸友山とも親交がありました。

明治 6 年（1873）6 月 15 日、群馬県（第 1 次）と入

間県が合併して熊谷県が成立。熊谷県令に就任してから

は熊谷宿などにも足を運び、広大な県の行政管理に奔走

しました。新たな群馬県の設立と共に短命に終わった熊

谷県ですが、その頃は世界文化遺産「富岡製糸場」の草

創期にも当たり、様々な史実が今に語り継がれています。

近代日本と共に生きた楫取の姿から、明治時代の熊谷の

歴史物語が見えてくるのかも知れません。 

発行：平成２７年１月１５日  
熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 
文化財の紹介、ブログ「熊谷市文化財日記」、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載 
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発行：熊谷市立江南文化財センター 
 

TOPICS 

「彌生町屋台」を熊谷市有形民俗文化財に指定 
 平成 27 年 3 月 31 日、熊谷市教育委員会は、熊谷市文化財保護審

議会（平成 27 年 3 月 19 日に開催）から、「彌生町屋台」を熊谷市

文化財に指定することが適当との答申を受けました。このことについ

て建議し、承認されましたので、文化財指定が決定しました。 

 「彌生町屋台」は、市指定文化財のうち、「有形民俗文化財」の種別

として指定され、同日の平成 27 年 3 月 31 日が指定日となります。

今回の指定により、熊谷市指定文化財は 251 件となります。 

 「熊谷八坂神社祭礼行事」（熊谷うちわ祭）での巡行行事に参加する

彌生町区の屋台は、大正 12 年 7 月から大正 13 年 7 月頃に掛けて、

彌生町 186 戸・旧名の霞町 25 戸にて製作され、現在まで使用され

ています。市内で、完形で残存する最古の屋台で、長島力太郎らが製

作し、しなやかな唐破風（からはふ）や均整の取れた構造が窺えます。

関東を中心に活躍していた名匠、内山良雲（うちやまりょううん）親

子の彫刻が屋台に施されており、前方の屋根下（破風下）には「素戔嗚尊（すさのおのみこと）」や「龍」、

屋台内の前後を分ける脇障子（わきしょうじ）には「天岩戸（あまのいわと）」、下部に置かれた書院

欄間（しょいんらんま）には「松に孔雀」、後方の屋根下には「松に鶴」や「波に親子亀」など多様な

彫刻を見ることができます。（山下） 

 

諏訪木遺跡にて新発見の出土品  

 ４月から、上之地内にある宗教法人一乗院地内での発掘調査を行ってい

ます。現在も発掘調査中であり、７月中旬までの予定で実施しています。 

ここからは、弥生時代中期（紀元前１世紀）から近世（１８世紀）に至る

までの多様な遺構・遺物が確認されています。現在のところ主体時期は弥

生時代及び中世で、全体の８割を占めています。 

 特徴的な遺構として、土坑から弥生中期に比定できる壷３点が長野地域

に分布する栗林式土器の鉢とともに出土しました（右下写真）。壷はそれぞ

れが全体に細かな鋸歯文や帯縄文などの文様が施文されており、まさしく

芸術品の代名詞といえるようなものとなっております。これまでにこれほ

どまでの形で確認されたことはなかったため、今後は研究者等を交えて検

討していく予定です。（腰塚） 

 

愛染堂保存修理事業  

平成２７年度、市指定有形民俗文化財「愛染明王」を収蔵していた「愛染堂」の保存修理事業が開

始しました。愛染堂は江戸中期頃に建造された建物で、各所に意匠をこらした構造が特徴です。可能

な限りの部材を活かした保存修理が見込まれています。仏像彫刻の

美を有する本尊の「愛染明王」は、熊谷市下川上地区にて時代を越

えて保存されてきました。江戸時代以降、「藍染」と「愛染」の関わ

りから、関東一円の多くの染物業者などが参拝し、額の奉納や修理

工事が実施され、庶民信仰の文化遺産として残されています。現在、

愛染明王は隣接する下川上自治会館に安置されています。愛染堂保

存修理実行委員会では、かつての愛染堂を蘇らせるために、保存修

理工事の具体的方策などの検討を続けています。（山下） 

 

（写真は平成 26 年 6 月の愛染明王一般公開の様子） 

                                       

              

 
平成 27 年  
5 月 25 日  

 
第 16 号
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市内遺跡発掘情報  

平成 26 年度上之土地区画整理地内遺跡の発掘調査について 
市内上之では土地区画整理事業に伴い、事前に発掘調査を行って

います。今回は、平成 26 年 11 月から平成 27 年 3 月まで実施し

た前中西遺跡の調査についてご紹介いたします。 

調査は、遺跡範囲中央南部と北東部の 2 箇所で行いました。前者

からは古墳時代後期（約 1,400 年前）の集落、後者からは弥生時

代中期中葉（約 2,100 年前）から平安時代（約 1,200 年前）まで

の集落が見つかりました。後者で見つかった古墳時代後期の竪穴住居跡からは、祭祀具と考えられる

独鈷石（どっこいし：写真）が完形で出土しました。独鈷石は縄文時代に多く見られるものですが、

今回出土した独鈷石は、本遺跡の主体となる弥生時代のものである可能性が考えられます。（松田） 

 

池ノ上遺跡の発掘調査について 
この遺跡は妻沼地内の歓喜院の西側にあり、分譲住宅建設に伴い、平

成 26 年 10 月から平成 27 年 2 月にかけて発掘調査を行いました。遺

跡の主体的な時期は、古墳時代後期後半（７世紀）～平安時代初頭（８

世紀）の時期と中世～近世であり、大きく２つの時期に亘って展開され

ていました。 

 今回の調査箇所では、所々に腐植土と想定されるかなり黒色の粘質土

を含む遺構が検出されました。これは、今後の

検討を要しますが、この場所の地名が妻沼字池

ノ上であることから「池ノ上」という字名の由

来となった沼地、湿地帯のようなものではないかと推測されます。 

また、調査では中世と想定できる土坑２基から馬骨が検出されました（右

写真）。頭の位置が不自然な状態での検出であり、埋葬（埋納）方法について

祭祀的な様相を示している可能性も含めて検討する必要があります。（腰塚） 

 

前中西遺跡「個人住宅２軒の調査」 
３月に行った熊谷東小学校北側付近の発掘調査では、古墳時代後

期（約 1500 年前）と奈良・平安時代（約 1200 年前）の集落跡

を確認しました。遺構・遺物ともに少なく、集落範囲の南限かと考

えています。 

４月に行った上之土地区画整理地内の発掘調査では、奈良・平安

時代の竪穴状遺構が１基と弥生時代中期後半の方形周溝墓とみられ

る溝跡を２条検出しました。完形で赤彩された小形の壷が出土しま

したが、祭祀行為後に転落し埋没したものであり、遺構の時期を決

定付ける貴重な出土状況でした。当該地点の南側に周溝墓群が確認されていますが、墓域がさらに北

側へ広がることになると考えられます。（蔵持）     （写真：方形周溝墓と小形壷検出状況） 

 

連載 くまがやの古墳群     

 

⑩ 玉井古墳群 －実態が不明な古墳群－ 
玉井古墳群は、玉井地区の新期荒川扇状地上に所在する古墳時代

後期に造られた古墳群です。古墳群は東西南北に広く分布が見られ、

以前は１５基の古墳の存在が確認されていましたが、平成２０年に

範囲内容確認調査を実施したところ大半の古墳が古墳ではないこと

が判明しました。現在、古墳の墳丘と思われるものがいくつか残存

していますが、それが古墳であるかどうかは不明です。 

こういった中、国道１７号線深谷バイパス建設に伴い発掘調査さ

れた新ヶ谷戸１号墳は、唯一実態が分かった古墳です。この古墳は、墳丘がかなり削平を受け正確な

規模は不明ですが、直径約１５ｍの円墳と推定されます。全長７．７ｍの川原石積みの横穴式石室内

からは直刀(ちょくとう)・鉄族(てつぞく)・刀子(とうす)などが、石室前庭部からは須恵器フラスコ形

長頸(ちょうけい)瓶(へい)・平瓶(ひらか)・ハソウ・坏(つき)、土師器坏(つき)が出土していて、埴輪

は確認されていません。これらから７世紀前半の時期と考えられます。なお、この古墳は、北に離れ

単独で所在しますので、同一古墳群を形成する古墳であるかは検討の余地が残ります。（吉野） 
（写真 ：新 ヶ谷戸 １号 墳 中 央手 前に横 穴式 石室が 見え る、 1982『 新ヶ谷 戸』 報告書 から 転載）  

- 64 -



 

文化財センター通信  
 

◇愛染堂奉納額・パネル展 
江南文化財センターにて、特別展：『尾高惇忠筆「奉納額」 愛

染堂「絵馬」・「奉納額」パネル展』を 10 月 27 日まで（平日の

み）を開催中です。 

この額は、下川上の愛染堂に掲げられていたものです。額には

「共進 成業 唯頼 冥護」と記されており、藍染業を中心とし

た業界団体から、愛染堂へ明治２１年に奉納されたものです。筆

は、世界遺産「富岡製糸場」初代工場長尾高惇忠（おだかあつた

だ・おだかじゅんちゅう：1830-1901）の号である「尾高藍香」

によるものです。額の願主には、養蚕や藍玉の一大生産地だった現在の深谷市域の地名（明戸・上敷

免・中瀬・血洗島・手計他）が記され、商売繁盛や業界繁栄の祈願を行っていたことがわかります。

愛染堂修復後は元の位置に戻されます。貴重な機会ですので、ぜひご覧ください。（山下） 

 

◇江南歴史探検隊来る！ 

平成 27 年 4 月 22 日、“江南歴史探検隊”と称した江南南小学校

の 6 年生が江南文化財センターにやって来ました。生徒たちは、江南

地区に伝わる伝統芸能の学習や、市内の遺跡から出土した土器などの

見学を行いました。みなさん熱心にメモを取りながら学んでいた姿が

印象的でした。皆さんも、文化財の学習を通じて、熊谷の歴史を学ぶ

歴史探検隊になってみてはいかがでしょうか。（松田） 

 

◇星溪園ガイドボランティア 

熊谷観光ボランティアガイドの会（くまがい探偵団）による星溪園

内の歴史探訪ガイドを実施します。市指定名勝「星溪園」の魅力を学

んでみてはいかがでしょうか。（山下） 

とき 毎月第 2 日曜・第 4 日曜 10 時～1４時（適宜説明） 

ところ 星溪園（集合：星溪園正門） 費用 無料（予約不要） 

問合せ 江南文化財センター 048-536-5062 

当日問合せ 星溪園 048-522-9389  

くまがい探偵団ホームページ：http://kumagai-tanteidan.j imdo.com/   

  

文化財探訪    石橋供養塔 — 橋供養の歴史 — 
埼玉県には、石橋供養塔が多く残されており、時期的には、大規

模な新田開発が進んだ、享保年間（1720 年頃）以降に造立されて

います。現在、熊谷市域には、16 基余りの石橋供養塔が確認され

ています。 
橋供養という儀式は近世以前から存在しており、著名なものとし

ては建久 9 年（1198）の源頼朝の橋供養があります。稲毛某の妻

の冥福を祈った橋供養が催されることになり、頼朝は相模川へ出か

けますが、帰路の途中で落馬し、それが頼朝の生命を縮めた原因だ

とされています。 

石橋供養塔は、その石橋が長く無事であることを祈願して建てら

れたとされています。供養という言葉は、現在では冥福を祈ると同

義語として使われますが、江戸時代には加護や感謝、さらには成就

や記念という意味合いが強かったと考えられています。 

 写真（左上）は、広瀬地内の建てられているもので、道標を兼ね

ており、正面の「橋供養塔」の右脇に「右 八まん山」、左脇に「左 

ちゝふ」と刻まれています。 安永七年（1778）11 月造立です。 

写真（左下）は、上之の一乗院境内に建てられているもので、阿弥

陀三尊の種子と「為二世安楽」「奉造当石橋七箇所」と刻まれていま

す。将来の安楽を祈願して造立されたものと考えられます。（森田） 

 

写真：広瀬地内石橋供養塔（上）・上之地内石橋供養塔（下） 
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文化財コラム 古代との遭遇・第１６話『墨書土器について③』 
  

今回は熊谷市内で確認されている墨書土器についてご紹介したいと思います。特に、同じ遺跡内で

複数確認される同じ文字に注目してみます。一部しか記載しませんが、北島遺跡「綱（罡）」「土・土

万」・籠原裏遺跡「西」・飯塚北遺跡「木」・諏訪木遺跡「木」・池上遺跡「中」・下田町遺跡「山」・鵜

ノ森遺跡「山」・在家遺跡「西」等が特徴的といえます。研究者によると、集落内における集団の標識

文字として特定の文字が使用されているとされており、これらの文字は、熊谷市内で確認された古代

の集団の標識文字ではないかと考えています。仮に標識文字としますが、近隣の他の遺跡でも確認さ

れます。具体的には、北島遺跡ではここで挙げた標識文字は全て確認されています。また、籠原裏遺

跡では「西」が長期間使われた痕跡がうかがえます。これらの標識文字は、地域的広がりと時期差を

検証することで、遺跡間のつながり、ひいては古代国家の地方政治のあり様の糸口がつかめるかもし

れません。（蔵持） 
 

   
籠原裏遺跡出土墨書土器・様々な字体の「西」 

 

◇市政宅配講座で文化財を学ぼう。 

（問合せ先：熊谷市広報広聴課048-524-1156 または江南文化財センター） 
講座名 内容 

ようこそ「江南文化財センター」へ 文化財センター内の展示品・出土品について解説します。 

わくわく土器ドキ石器講座 市内の遺跡から発掘された現物の出土品を紹介しながら、熊谷

の古代について解説します。 

名勝「星溪園」を味わう 名勝「星溪園」において、建物、庭園について説明します。 

「伝統芸能の世界」今昔物語 無形民俗文化財と地域の伝統芸能を DVD 映像で説明します。

中山道をめぐる熊谷の歴史と文化財 中山道と熊谷の歴史的な関わりについて説明します。 

熊谷歴史たてものレビュー 文化財建造物について解説します。（国宝「歓喜院聖天堂」など）

指定文化財「絵画」への招待 文化財「絵画」について解説します。（崋山・晴湖・恒友など）
                              

編集後記   

2015 年 5 月、世界遺産委員会の諮問機関のひとつ

であるイコモス（国際記念物遺跡会議）は、「明治日本

の産業革命遺産 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業」を世界

文化遺産へ登録する勧告をしました。それは国内の文

化遺産が高く評価されたという吉報であると同時に、

遺産を構成する建造物や史跡をいかに保存するかとい

う課題が投げ掛けられています。 

その当時の熊谷では養蚕や染物を始めとした新たな

地域産業の開拓が行われており、その様子を今に伝え

る遺産が、富岡製糸場初代工場長の尾高惇忠が筆記し

た「奉納額」です。多様な産業が更なる進化を遂げよ

うと、たゆまぬ努力が続けられていた熊谷地域でも、

地域に根ざした独自の歴史・文化が育まれていたこと

が分かります。（山下） 

発行：平成２７年５月２５日  
熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係） 

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 
文化財の紹介、ブログ「熊谷市文化財日記」、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載 

- 66 -



発行：熊谷市立江南文化財センター 
 

TOPICS 

全国初！文様の描かれた「石戈」（せっか）が出土！ 
 市内上之では土地区画整理事業を進めるにあたり、工事によって遺跡が壊されてしまう前に発掘調

査を実施しています。平成 27 年 5 月から 7 月にかけて実施した前中西遺跡の調査では、弥生時代中

期後半（約 2,000 年前）の竪穴住居跡から、なんと全国初！となる文様の描かれた「石戈」（写真）

が出土しました。  

 石戈とは、弥生時代に中国や朝鮮半島から伝わった武器形青銅器の銅戈を石で模倣して製作された

日本独自の祭器です。前中西遺跡では、すでに

県内初の例として破片が１点出土していること

から今回で２例目です。しかし、今回見つかっ

た石戈は、ほぼ全形が分かる上に複合鋸歯文（ふ

くごうきょしもん）と呼ばれるギザギザの文様

が溝の中に描かれており、こうした石戈は全国

初です。  

 今回見つかった石戈は、現在速報展として熊

谷市立江南文化財センターで展示していますの

で見学できます。また、この石戈について詳し

く知りたい方は、HP「熊谷デジタルミュージア

ム」内「読書室」より速報展資料をダウンロー

ドできますので、どうぞご覧ください。（松田） 

 

愛染堂保存修理事業の現況  

平成２７年度、市指定有形民俗文化財「愛染明王」を収蔵していた「愛染

堂」の保存修理事業が開始しました。１１月、愛染堂では足場が組まれ、１

２月に入り本格的に瓦替えの工事が進められています。瓦屋根は「ガルバリ

ウム鋼板」と呼ばれる素材に変更し、屋根全体の軽量化を図り、木の構造へ

の負担を軽減させる予定です。その他、軒廻りの改修や畳替えなどを実施す

る計画です。現在、本事業を運営する愛染堂保存修理委員会では工事費の充

当に向けた募金活動を行うと共に、愛染堂や愛染明王の情報発信や啓発を進

めています。平成２８年２月の工事終了後には、愛染明王が再び同じ位置に

安置される予定です。（山下）  

 

諏訪木遺跡での発掘調査―寺院の歴史を確認  

 4 月～8 月まで実施した上之地内の宗教法人一乗院地内  

での発掘調査の結果、多岐にわたる歴史を知ることができ  

ました。今回の調査で、多くの溝跡が確認でき、これらは  

古墳時代では耕作用水路として、平安時代以降はその一部  

を転用して、堀として使用したと推定されるものでした。  

堀跡と考えられる溝跡からは、13 世紀以降の遺物が大量に  

出土し、灯明皿、陶磁器、硯、板碑、瓦、五輪塔の一部など  

が確認されました（写真）。これらの様相から、堀跡は寺院  

の内堀と考えられ、遺物の一部には文字を確認できるもの  

もありました。今後はこれらを整理して、現存する寺院の  

歴史と照らし合わせることも検討していきます。（腰塚）  

 

                                       

                                           

 

 

平成 27 年  

12 月 24 日  

 

第 17号  
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市内遺跡発掘情報  

三ヶ尻地内で新たな古墳を発見  
8 月から三ヶ尻地内の観音山の北側の個人住宅建設予定地の  

発掘調査を実施しました。ここからは、新たに２基の古墳を  

発見し、2 基とも周溝（右写真、線で示した内側の溝）の存在  

を確認できました。うち１基の周溝脇からは被葬者の縁者を埋葬  

したと想定できる「埴輪棺」が出土しました。この埴輪棺は円筒  

埴輪２つの口を合わせて棺として遺体を埋葬したと考えられ、その  

全長 60 ㎝程度であることから、葬られたのは子供と思われます。  

時期は、おおよそ６世紀中～後ごろです。  

この場所では、ほかに縄文時代中期の住居跡も確認されており、古墳の  

周溝に一部壊されていましたが、「炉」の跡がしっかりと残っていました。  

また、至るところで、縄文土器が検出されたことから、集落がこの周辺に  

存在している可能性があります。この点について今後の発掘調査で確認していく  

必要があると思われます。（腰塚）  

 

前中西遺跡「個人住宅の調査」 
10 月に行った上之土地区画整理地内の発掘調査では、奈良・平安時代の掘立柱建物跡が１棟、弥

生時代中期後半～後期とみられる住居跡が２軒、時期不明な溝跡が３条検出されました。これらの遺

構は重なるように集中していました。弥生時代に限定して解説すると、隣接地から大型の住居が何軒

も確認されているエリアですが、今回の調査区の南側（写真①左側）は遺構がほぼない空間となって

います。もしや、作業場のような

空き地として使われていたのかも

しれません。写真②は住居跡です

が、上から左へ「し」字状に細い

溝が２本ありますが、これは住居

壁際に掘られる側溝です。２本あ

るのは、住居が拡幅して使われた

ことを示しています。（蔵持）  

                                    

①全景（手前が東）      ②弥生時代住居跡 

連載  くまがやの古墳群     

⑪ 広瀬古墳群  －特異な墳形をもつ宮塚古墳を有する古墳群－ 
広瀬古墳群は、広瀬地区の妻沼低地、荒川左岸の自然堤防上に所在する古墳時代後期（終末期を含

む）に造られた古墳群です。古墳群は大きく二群に分けられ、現在１１基が確認されており、墳丘を

残す古墳も多く見られます。  

東の浅間神社の社が墳丘にのる古墳を含む２基と、西の宮塚古墳及びその周囲８基の古墳で構成さ

れる群に分かれますが、前者は東に占地する石原古墳群に続く古墳群としても見ることができます。  

宮塚古墳は、全国的にも珍しい墳形の上円下方墳であり、一辺１７～２４ｍの方台の上に、直径８．

５～１０ｍの饅頭のような円形の墳丘がのる形

で、その特異性から昭和３１年に国指定史跡に

指定されました。また、この古墳には埴輪の樹

立が見られず、墳形の特徴からも古墳時代の終

末期（飛鳥時代）の７世紀末～８世紀初頭頃に

築造されたと考えられ、数ある熊谷の古墳の中

でも最終段階の古墳と考えられています。上円

部には河原石が散乱していることから葺石が葺

かれていたと考えられるほか、その規模の小さ

さから横穴式石室ではなく、火葬骨を入れた蔵

骨器を安置した石櫃のような埋葬施設が想定さ

れ、併せて、墳墓の規制がなされた大化２年（６

４６）に制定されたいわゆる「大化の薄葬令」

以降という時期であることも考えると大変興味

深いものです。（吉野）  
写真：国指定史跡・宮塚古墳（昭和３０年代後半撮影・熊谷図書館小澤國平文庫） 

 

周

溝 
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文化財センター通信  
 

◇埼玉県民の日事業  
１１月１４日（土）、毎年恒例の県民の日事業として勾玉作り

（写真）、坂田医院旧診療所公開、星渓園お茶に親しむ会を開催

したところ、あいにくの雨模様にもかかわらず、多くの方々に

体験、観覧していただきました。  

今回は、土曜日ということもあって家族で参加される方も多

く、子供のとなりで熱心に勾玉を作るお父さん、お母さんの姿は、どこか微笑ましくもありました。

また市指定文化財「星渓園」でのお茶会は、例年よりも入場者数は少なかったものの、全ての茶席を

回られる方も多く、ゆっくりとお茶の世界を堪能できたようです。そして映画やドラマなどの撮影で

も使用されている国登録有形文化財「坂田医院旧診療所」ですが、現在は県民の日しか一般公開して

おらず、貴重な文化遺産に触れる数少ない機会ともなっております。訪れた方の中には、実際に幼少

の頃診察を受けられたという人もおり、当時を懐かしむ姿も見受けられました。（小島）  

 

◇市内上之で埋蔵文化財出土品見学会を開催！ 

平成 27 年 11 月 21 日（土）、市内上之の土地区画整理中央事務所において地域住民を対象とした

埋蔵文化財出土品見学会を開催し、あわせて近隣で発掘調査中であっ

た前中西遺跡の現場や復元した竪穴住居の見学会も実施しました。  

埋蔵文化財出土品見学会では、上之土地区画整理事業地内に所在す

る遺跡から出土した縄文時代から江戸時代までの出土品約 150 点を

展示し、見学していただきました。前中西遺跡の発掘現場見学会では、

見学に来た成田小学校２年生の女の子が発掘した土の中から古墳時代

の貴重な遺物を見つけてくれるという嬉しい（こちらとしては恥ずか

しい…）ハプニングもありましたが、いずれの見学会も見学者の皆さ

んが興味深そうに見ていたのが印象的でした。（松田）  

 

◇第８回地域伝統芸能今昔物語―和の風情を楽しむ― 

11 月 23 日（月・祝）、「埼玉県芸術文化祭 2015 地域文化事業  第８回地域

伝統芸能今昔物語」が、熊谷文化創造館「さくらめいと」太陽のホールにて開催

されました。無形民俗文化財６団体、文化団体 7 団体、賛助出演 1 団体の 14 団

体が出演し、市内各地域に伝わる伝統芸能が披露され、約 980 人の観覧者があ

りました。各団体が練習を積んだ伝統芸能や音頭などからは懐かしみのある風情

が醸し出され、熊谷に根付いた無形の文化を堪能できる機会となりました。（山下） 

熊谷木遣                                   

文化財探訪    『坊ちゃん』先生「弘中又一」旧居跡  
夏目漱石の名作『坊ちゃん』の主人公のモデルとなった数学

教師「弘中又一」という人物がいます。愛媛県の松山中学校に

勤務していた夏目漱石は、赴任してきた「弘中又一」と知り合

います。そして、「弘中又一」の破天荒な性格とその実話体験を

元にして『坊ちゃん』を書いたと言われています。  

「弘中又一」は、松山中学校を 1 年で飛び出した後、明治

33 年埼玉県尋常中学校第二分校（旧制熊谷中学：現熊谷高校）

に着任し、19 年間勤務します。その間の明治 42 年から大正 8

年まで、宮町一丁目（現在のさいたま地方裁判所熊谷支部南側）

の借家に住んでいました。現在、その家は残されていませんが、

ブロック塀に解説板（写真）が掲げられています。  

『熊谷高校八十周年誌』には、「弘中又一」のエピソードが紹介されています。「ドジョウを買った

が、入れ物が無いので、かぶっていた山高帽の中に入れて持ち帰った」「荷車を引いて歩くのに山高帽

にフロックコートをはおって引いていた」等々。『坊ちゃん』先生のその後に思いを馳せながら、宮町

一丁目付近を散策してはいかがでしょうか。（森田）  
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 文化財コラム 古代との遭遇・第１７話『黒沢館跡・崋山が見た館跡』 
  

熊谷市西部の三ヶ尻に黒沢氏の館があったといわれるとこ

ろがありました。昭和５８年、その場所は土地改良が行われ

ることとなり、事前に記録保存するため発掘調査が実施され

ました。  
その結果、台形を呈し、大きさは、堀の内側で、西辺３９

ｍ、東辺５７ｍの館跡であることがわかりました。南辺に直

角に折れ曲がっている部分があり、東辺には虎口（こぐち：

出入り口）が確認されました。この館跡について、文献を調

べてみると渡辺崋山が記した『訪瓺録』（ほうちょうろく）に

「黒沢屋敷」として「𤭖尻天王縁起に北條相模守入道高時の

一族久留澤武蔵守平貞時と云えるもの、居城の地なり」とあ

りました。  

熊谷市の三ヶ尻はかつて田原藩主・三宅氏の領地だったことがあ

り、田原藩の家譜（藩の歴史を記録したもの）を作るため、旧領地・

三ヶ尻の調査を家臣である渡辺崋山が、天保２年（１８３１）に三

ヶ尻に来て、まとめた本（報告書）が、『訪瓺録』です。『訪瓺録』

には、「黒沢屋敷」として絵図もあり、その屋敷は、台形であり、虎

口や折が描かれており、まさに黒沢館跡は、黒沢屋敷であったこと

がわかったのです。（金子）  

 

（参考）天正１８年（１５９０）、徳川家康の家臣だった三宅康貞は、

三ヶ尻を含む周辺の土地３０００石を与えられ、領主となりました。

三宅氏はその後、三河国挙母（ころも）（今の愛知県豊田市）に移り、

さらに田原（今の愛知県田原市）に国替えになり、１３ ,０００石の

大名になりました。  

 田原藩１３代藩主の三宅康直は、田原藩の家譜（藩の歴史を記録

したもの）を作ることを思いたち、旧領地・三ヶ尻の調査を家臣の

渡辺崋山に命じました。崋山は、天保２年（１８３１）に三ヶ尻に

やって来て、およそ２０日かけて村内各所を調査し、まとめた本（報

告書）が、『訪瓺録』（ほうちょうろく）です。  
 

画像：（上）黒沢屋敷(『訪瓺録』所収) （下）黒沢館跡航空写真  
                            

編集後記    

 新たな市として１０年間を迎えた熊谷市。この年月は、

熊谷、大里、妻沼、江南各地域の文化や歴史を再認識す

る歳月であったと言えます。その間、文化財の分野では、

妻沼聖天山の本殿「歓喜院聖天堂」の国宝指定や、常光

院の仏画「絹本著色阿弥陀聖衆来迎図」の重要文化財指

定、西別府祭祀遺跡出土遺物の県文化財指定、熊谷うち

わ祭「熊谷八坂神社祭礼行事」の市文化財指定などをは

じめ、最近では、「E・S・モース関連資料」の文化財指

定が印象的な事柄となりました。また、市内遺跡発掘調

査での多くの成果もあり、文化財を通した熊谷の歴史の

調査研究が進められてきました。これらの情報を発信し、

分かりやすく解説する「アウトリーチ」と呼ばれる啓発

の機会にも多くの関心が寄せられています。本紙やデジ

タルミュージアムなどを通じて、更なる文化財の「輝き」

や「奥深さ」を広く紹介できるように取り組んでいきた

いと思います。（山下）  

発行：平成２７年１２月２４日  

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）  

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」 http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 
文化財の紹介、ブログ「熊谷市文化財日記」、「BUNKAZAI 情報」カラー版などを豊富に掲載 
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発行：熊谷市立江南文化財センター 
 

TOPICS 

熊谷市宮下遺跡の発掘調査  
 宮下遺跡の発掘調査は平成２８年２月より実施してい

ます。遺跡は江南台地上に立地し、遺跡の北側には荒川

右岸の肥沃な低地が広がっています。調査面積は約２４，

０００㎡で、遺構は調査区全面で検出されました。現在

のところ、竪穴建物跡が約７０棟、掘立柱建物跡２棟、

溝跡約６０条、井戸跡２基のほか土坑・ピットなどが確

認されています。また、調査区の東西に埋没谷が確認さ

れ、東の谷の底からは縄文時代後期後半（約３，４００

年前）の土器と溝跡がみつかりました。  

調査では奈良・平安時代の遺構・遺物が多く確認され

ていますが、特徴としては小鍛冶関連の痕跡がみられるこ

とです。工房とみられる遺構からは、鉄滓と高温によって

床面が堅く焼きしまった炉、フイゴの羽口などがみつかり、

さらに、鎌や刀子、鉄釘など鍛冶で作られた道具が出土し

ています。これらの道具は、荒川流域に含まれる砂鉄が原

料と思われますが、採取地は不明です。さらに鍛冶工房跡

と燃料となる炭をつくるための炭窯が確認されていること

から、この集落で小鍛冶が行われたといえます。古代の当

地は武蔵国男衾（おぶすま）郡に属します。遺跡の近くに

は古代寺院である寺内廃寺や、延喜式内社の論社とされる

出雲乃伊波比（いずものいわい）神社が所在するなど当時

の重要な地域であったことがうかがえます。今回の発掘調

査で小鍛冶関連の遺構・遺物が確認されたことは、男衾郡の開発状況を知るうえで貴重な手がかりに

なりました。なお、平成２８年８月６日（土）に遺跡見学会を実施いたしますので、お立ち寄りいた

だければ幸いです。（蔵持）    （写真：上：宮下遺跡全景  下：出土したカマドの煙道土器管）  

 

県指定文化財「諏訪神社本殿」 

平成２８年３月１５日、熊谷市上新田に所在する「諏訪神社本殿」

が埼玉県の有形文化財（建造物）に指定されました。  

「諏訪神社本殿」は、当地の柴田信右衛門豊忠によって延享 (えんき

ょう )３年 (1746) に創建されたと伝えられ、その後、嘉永５年

(1852) に補修されています。妻沼聖天山本殿の国宝「歓喜院聖天堂」

の造営に深く関わった三ヶ尻村（現在の熊谷市三ヶ尻）の内田清八郎

と、玉井村（現在の熊谷市玉井）の今村勘八郎ら近隣出身の名工が中

心的な役割を果たしました。聖天堂の華麗な彫刻を統括した石原吟八

郎と、聖天堂の奥殿彫刻知られる小沢五右衛門らが高い技術を発揮し

ました。同時期には聖天堂の建立も進められていましたが、水害など

の影響で中断。工事の再開を待つ名工たちが諏訪神社に集い、本殿の

建築に取り組んだことが分かっています。本殿は正面幅が約１・５㍍、

奥行が約２・３㍍の規模で一間社流造の構造です。檜皮葺（ひわだぶ

き）の屋根が特徴で、各所には数多くの装飾彫刻が施されています。  

江戸時代中期における熊谷地域の社寺建築の歴史を知る上でも貴重

な文化財と評価され、群馬から埼玉に及ぶ秀逸な彫物師集団の存在を

今に伝えています。（山下）  

                                       

                                           

 

平成 28 年  

8 月 1 日  

 

第 18号  
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武蔵国府  

川越

市  

所沢

市  

熊谷

市  

発掘現場  

武蔵国府  

市内遺跡発掘情報  

瀬戸山古墳群第 29 号墳の発掘調査について 
平成 28 年 3 月、市内楊井において瀬戸山古墳群第 29

号墳の発掘調査を行いました。今回の調査は、個人による

農地改良に伴う事前調査として地表面に一部露出していた

横穴式石室を中心に実施しました。石室の西側は既に壊さ

れていましたが、玄室と呼ぶ遺体を安置する部屋は、ノミ

で四角く加工された大きな凝灰岩を馬蹄形状に二段組み合

わせて造られていました（右写真）。そして底面には礫が敷

き詰められており、副葬品として鉄製の鏃（やじり）が数

本出土しました。石室の規模は、全長約５ｍ、玄室の長さ

は約３ｍを測ります。また石室の外側では、異なる色の土や粘土を積み重ねる“版築（ばんちく）”と

呼ばれる工法で墳丘が構築されていたことも確認されました。築造年代については、石室の構造や出

土した鉄鏃の形状、埴輪がないことなどから７世紀代と考えられます。（松田）   

 

諏訪木遺跡発掘調査  ―古代道路の発見か― 
平成 2８年４月から、市内上之地内に所在する諏訪木遺

跡において、道路新設に伴う記録保存のための発掘調査を

実施しています。現在までの１，２００㎡（全体の１５％

ほど）発掘調査において、大きな溝跡が３条、土坑が３基、

柱などの掘りこみが数十基確認されています。注目すべき

は、大きな遺構のうち２条が南北に平行に走り、また土層

断面から古代の道路跡の可能性が考えられています。  

宝亀二年（771）、武蔵国が東山道から東海道に所属替

えになりますが､それ以前は、東山道から武蔵国府に至るお

よそ１２ｍの官道は「東山道武蔵路（みち）」（右図：東山

道武蔵路についての推定図・矢印）と呼ばれ、概ね武蔵国

府から直線的に北上するルートが有力視され、建設の目的

は都と国府や郡家（ぐうけ）を結ぶためのものと考えられ

ています。  

 今回の道路跡と考えられるものは、最大幅１２ｍで、こ

れまで県南での発見事例はありますが、県北においては未

検出であったため、これが東山道武蔵路と確定できれば、

貴重な発見となります。しかし、出土遺物量が少ないこと

から、確証が得られず、今後改めて検証していく必要があ

ります。（腰塚）  

                                 

連載  くまがやの古墳群     

⑫万吉下原古墳群－方形周溝墓群を端緒とする古墳群－ 
万吉下原古墳群は、万吉地区の和田吉野川を眼下に臨む江

南台地北縁部に所在する古墳時代前期及び古墳時代後期に造

られた古墳群です。現在８基の存在が確認されていますが、

そのほとんどが今に墳丘を残していません。古墳時代前期の

方形周溝墓群は台地縁辺部に確認されていますが、台地下に

広がる低地における水田開発という小規模な生産基盤をもっ

ていた人々の墓と推定されます。方形周溝墓とは、周囲に方

形の溝を巡らした墓で、一辺が９～１３ｍの規模のものが３

基確認されていて、４世紀後半から末にかけて築造されたと考えられます。  

一方、古墳時代後期の古墳は５基確認されていますが、方形周溝墓群に近接する１基を除いて、や

や離れた台地縁辺部及び台地中ほどに立地します。墳丘の規模は、おおむね直径２０ｍ前後です。埋

葬施設が確認された古墳は３基ですが、いずれも横穴式石室で、うち２基は凝灰岩の切石で構築され、

残る１基は河原石乱石積の胴張型横穴式石室です。これらの石室からは、耳環、絞具（ベルトのバッ

クル）、刀子、鉄鏃、直刀などが出土していて、周溝から円筒埴輪が出土した古墳もあります。古墳の

築造時期は、６世紀末から７世紀前半代までと考えられます。（吉野）  
写真：万吉下原古墳群第５号墳（中央に横穴式石室が見える、 1991『万吉下原遺跡』報告書から転載）  
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文化財センター通信  
 

◇愛染堂保存修理事業について 
平成 27 年度から実施していた愛染堂保存修理事業は概ね

終了しました。本工事は約 2,100 万円（屋根廻り、柱改修）、

高欄など追加部分の工事が約 250 万円、台座修理などの費

用約 50 万円を要しました。その他を含む総事業費は約

2,460 万円で、熊谷市補助金が 500 万円、寺及び檀家ほか

所有者負担が約 400 万円、残りの額は寄付及び募金で賄わ

れました。今後、内部の畳替え板張りなどを実施しますが、

愛染明王の移動などを経て、最終的な竣工を迎える予定です。

なお、9 月 18 日に同院にて落慶式を開催します。（山下）  

 

◇村岡地域における文化遺産事業  

平成２７年度、熊谷市民協働事業「熊谷の力」事業にお

いて、村岡自治会と江南文化財センターの協働事業として、

地域の文化財の保護、調査、啓発、情報発信を進めてきま

した。その成果として、村岡地域内の歴史遺産などを周遊

するコースを作成し、ウォーキングマップ説明板である「お

さんぽ MAP」（右写真）を設置しました。その他、リーフ

レットを作成配布し、PR を実施しました。平成 28 年 7

月 24 日にはそのマップを利用したスタンプラリーを実践

し、約 200 名の参加がありました。（山下）  

  

◇調査報告書の刊行について 

平成 27 年度に刊行した埋蔵文化財調査報告書は、以下の 4 冊です。これらの報告書は、江南文化

財センターや市立図書館などで閲覧できます。またホームページ「熊谷デジタルミュージアム」でも

無料公開（PDF 版）していますので、興味のある方はぜひご覧ください。（松田）  

報告書名 所在地 時 代 

『池ノ上（いけのうえ）遺跡』 妻沼 奈良・平安、鎌倉時代 

『樋の上（ひのうえ）遺跡Ⅱ』 三ヶ尻 奈良・平安時代 

『桜山（さくらやま）遺跡』 板井 縄文、奈良・平安時代 

『西別府祭祀（にしべっぷさいし）遺跡Ⅳ』 西別府 弥生～江戸時代 

 
                                  

文化財探訪    芭蕉句碑：妻沼聖天山歓喜院  
 

妻沼の聖天山境内（鐘楼西側）に「稲妻や  闇のかた行  五位の声」

と刻まれた芭蕉句碑があります。芭蕉が、元禄 7 年（1694）猿雖亭（え

んすいてい）で詠んだものと推定されている句です。五位とは五位鷺（ご

いさぎ）のことで、夕方になると不気味な声を出して飛ぶ特性がある鳥

です。この句碑は、文化９年（1812）7 月、地元の歌人五翁・角浪・

可良久・五渡・五楼により建立されたものです。五翁は妻沼の人で、加

舎白雄門・建部巣兆に学び、60 歳の時に息子に俳号（五渡）を譲りま

した。五渡は五翁の子理兵衛。五桜は、弥藤吾村の人で、修験藤原山宝

蔵院の二十三世。可良久は善ヶ島村の歌人羽鳥又左衛門。  

碑裏面には、建部巣兆による撰文が刻まれています。建部巣兆は、加

舎白雄の門人で、白雄八弟の一人。小林一茶と交友があり、妻沼を訪れ

た際に「五月雨や  まくら借たる  桑の奥」との句を詠んでいます。書

は、太田蜀山人。狂歌師で、江戸牛込生まれ。湯島聖堂の学問吟味に合

格し、各地を赴任し、紀行文・句集を刊行しています。このように本句

碑は、地元妻沼と江戸の俳人・歌人・狂歌師のコラボにより建立された

もので、近世文化人の交流を物語る碑として貴重なものです。（森田）  
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文化財コラム 古代との遭遇・第１８話『幡
は

羅
ら

遺跡・古代の饗宴
きょうえん

』 
  

熊谷市と深谷市の境に古代の幡羅郡の役所跡と考えられ

ている遺跡があります。深谷市の幡羅遺跡と熊谷市の西別

府遺跡です。この役所跡は、現在の深谷市と熊谷市にまた

がっていて、７世紀末から１１世紀前半ころまで営まれた

と考えられています。  

今回、特に注目するのは、幡羅遺跡の中で行政実務が行

われたと考えられている場所の出土品です。その場所から

は、館 (たち )（国司などが地方に来た時、宿泊したとされ

る施設）と考えられる建物跡が発見されています。その館

の北側の大きな穴から多量の土器や焼土、炭化物のほかに、

シカ・イノシシなどの獣骨、カモなどの鳥骨、タイ・カツ

オ・サバ・フナ・アユなどの魚骨、ハマグリ・アカニシなどの貝殻が出土しました。これらの出土品

から、国司などを歓待するために館で饗宴が行われたと推測されます。（上写真：廃棄土坑）  

今から１０００年～１３００年前、本遺跡は関東平野の奥部に位置するにも関わらず、海産の貝類

と魚類が多く発見され、貝類は貝殻が出土していることから、生のままで運ばれた可能性が高いと考

えられています。これらの運搬には、利根川が利用されたものと推測されますが、東京湾までは約６

０㎞あることを思うと非常に驚嘆に値するものと考えます。これらの、海産物は日常的な食事ではな

く、特別な場で供されたものと、饗宴に供されたものと思われます。（金子）  

シカ・イノシシ・ハマグリ     タイ・カツオ・サバ・サケ・フナなどの魚骨   キジ・カモ・ウズラなどの鳥骨  

 

編集後記    

 熊谷市は多くの市民団体や NPO などと協力しながら

様々な施策を進めています。文化財保護の分野において

も史跡や地域の文化遺産を保存管理する団体や、無形民

俗文化財など伝統芸能を継承する団体などと協働し、文

化財の保護に努めています。近年、地域の文化財を多く

の人に知ってもらうための試みが全国各地で積極的に進

められています。文化財や地域の歴史を再認識すること

によって、郷土への愛着が育まれ、地域のコミュニティ

の活性化につながる事例も増えています。  

ラグビーワールドカップ 2019 の開催地となる熊谷

市においても、本市の歴史を彩る文化財や文化遺産を世

界に向けて発信していくことが求められています。「一つ

の文化財との出会いが、それからの人生に夢や希望を与

える」。そんな可能性を信じながら、多様な文化財の情報

発信に取り組んでいきたいと考えています。（山下）  

発行：平成２８年８月１日  

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）  

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地  

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575  

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp 

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」 http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm 
文化財の紹介、ブログ「熊谷市文化財日記」、「BUNKAZAI 情報」バックナンバーなどを豊富に掲載 
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発行：熊谷市立江南文化財センター

TOPICS
妻沼聖天山の建造物９件が国登録有形文化財に
平成 28 年 11 月 18 日、国の文化審議会は熊谷市の妻沼聖天山に

所在する「歓喜院籠堂(かんぎいんこもりどう)、鐘楼(しょうろう)、

閼伽井堂(あかいどう)、三宝荒神社(さんぽうこうじんしゃ)、五社大

明神(ごしゃだいみょうじん)、天満社(てんまんしゃ)、仁王門(におう

もん)、水屋(みずや)、平和の塔(へいわのとう)」9 件を登録有形文化

財（建造物）に登録するよう、文部科学大臣に答申しました。国宝「歓

喜院聖天堂」や重要文化財「貴惣門」を手掛けた大工や彫刻師が関わ

った物件があるほか、地域の信仰や風土の歴史を明らかにするもの

として評価されたものです。

平成 27 から 28 年度、熊谷市教育委員会は国登録有形文化財へ

の具申に向けて、妻沼聖天山内の建造物について測量・図面化や概

要調査を実施しました。各建物の詳細は熊谷市ホームページ及び熊

谷デジタルミュージアムをご参照ください。

この登録により、市内の登録有形文化財は 12 件となります。（現

在、他に「坂田医院旧診療所」、「熊谷聖パウロ教会」とその「門」

の 3 件が登録されています。）（山下）

写真：上 歓喜院平和の塔、下 歓喜院仁王門

妻沼聖天山・国登録有形文化財の位置図

平成 29 年
１月１日

第 19号
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市内遺跡発掘情報

前中西遺跡（まえなかにしいせき）

平成２８年９月から１０月かけて、上之地内において、個人専

用住宅建設予定地の発掘調査を実施しました。調査により、竪穴

住居跡と考えられる竪穴状遺構１基、掘立柱建物跡５棟、溝跡５

条、土坑４基、ピット１８基、河川跡１か所が確認されました。

このうち、出土遺物により時期が明確に判明した遺構は、溝跡

１条、土坑１基とわずかで、いずれも古墳時代後期のものでした。また、河川跡についても、古墳時

代後期から奈良・平安時代までの土師器・須恵器等が出土していることから、少なくともこの時期に

は河川として機能していたことが分かりました。なお、この河川跡は、調査区の南に沿ってある現道

（幅約４ｍ）がこれまでの調査成果から旧衣川の河道であったと推定されていることから、今回のも

のと合わせて考えると、当時の河川幅は広く、少なくとも１５ｍはあったと推定されます。（吉野）

写真：調査区全景（右半分が河川跡、西から）

諏訪木遺跡（すわのきいせき）

市内上之では土地区画整理事業を進めるにあ

たり、事前に発掘調査を行っています。今回は、

平成 28 年 5 月から 10 月まで実施した諏訪木

遺跡の調査についてご紹介いたします。

今回の調査では、主に古墳時代前期（約 1,600 年前）の竪穴住居跡や方形周溝墓、江戸時代（約

300 年前）の墓や大溝、井戸跡などが見つかりました。古墳時代前期については、集落廃絶後に墓域

として土地利用がなされていたことが明らかとなりました。江戸時代の遺構群については、調査箇所

に隣接する寺院（東光寺）に関連するものと考えられます。（松田）

写真：左・古墳時代前期の竪穴住居跡出土壺 右・江戸時代の墓

西別府廃寺（にしべっぷはいじ）

平成２８年７月から３か月にわたって西別府地内で事務所増築にかかる発掘調査を実施しました。

この遺跡は深谷市に隣接し、幡羅郡家の関連遺跡としての寺院と考えられております。出土した遺物

は、古代寺院の瓦が多量に確認され、これらの瓦の時期は、奈良時

代から平安時代初頭ごろ（８世紀～９世紀）と考えられます。その

うち、軒平瓦（のきひらがわら）はその軒先部分に「均正唐草文」

が施されており、本格的な寺院であった

ことを窺い知ることができます。

また、調査では、伽藍配置から考え、

参道途中の「中門」と推測することがで

きる巨大な柱穴が確認されました。これ

により、過去の発掘成果と合わせて伽藍

の建物の位置関係をより詳細に検討する

ことができ、貴重な成果を得ることがで

きました。（腰塚） 写真：軒平瓦 右図：西別府廃寺 推定伽藍配置（法起寺式）

連載 くまがやの古墳群

⑬ 上之古墳群－実態が分かりつつある古墳群－
上之古墳群は、上之地区の自然堤防上に所在する古墳時代後期に造

られた古墳群です。現在、古墳群は狭い範囲の分布と捉えられていま

す。以前は古墳の墳丘と推定される墳頂部に八幡宮が祀られている古

墳１基（第１号墳）の存在が確認されていただけでしたが、発掘調査

により徐々に発見例が増えています。

平成１３・１７年度、平成２０年度、平成２５年度の区画整理事業

に伴う発掘調査では、新たに３基確認されています。これらを、順に

第２号墳、第３号墳、第４号墳と呼称し、第２号墳は、周溝まで含めた推定直

径約２４．５ｍの円墳で、周溝から円筒埴輪が出土し、時期は６世紀初頭と考

えられます。第３号墳は、同じく推定直径約１９ｍの円墳で、周溝から円筒埴

輪のほか土師器坏が完形で出土し、時期は６世紀初頭と考えられます。第４号

墳は、周溝の一部が確認されておりその幅８．５ｍと大きいことから、比較的

大型の円墳と推定されます。（吉野） 写真：上之古墳群第３号墳（東から、右下：周溝出土土師器坏）
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文化財センター通信

◇観光・文化財アプリ「くまここ」リニューアル
スマートフォン、タブレット端末用アプリ「熊谷観光・

文化財ナビ」をバージョンアップし、次の内容をリニュ

ーアルしましたのでお知らせします。１．名称を「くま

ここ」に変更。 ２．アプリトップ画面・アイコンのデザ

インを変更。３．歩数計、熊谷デジタルミュージアムへ

のリンクボタン、写真フレーム機能追加。

写真フレームは、アプリを起動後「記念写真」を選択

すると写真フレームの入ったカメラが起動し、記念写真

が撮影できます。SNS 等にアップしてご活用ください。

Android 端末は「Google Play」、iPhone 端末は「App

Store」から「くまここ」で検索してダウンロードして

ください。（森田）

◇坂田医院旧診療所の一般公開
今年も県民の日（１１月１４日）に、坂田医院旧診療所が一般公開さ

れました。坂田医院は昭和６年に建てられ、昭和５０年代前半まで使用

されていました。建設当初の状態を残していて、昭和初期の地方近代建

築の貴重な遺構として、平成１６年に国有形登録文化財になりました。

今年は、天候もよく、昨年より多くの方が見学に来られ、遠くは愛知県

や岐阜県、東京都や神奈川県からも見学者がいました。なかには古い建

物が好きで、前から見学したかったのだが、なかなか来られず、今回休

みを取って、見学に来たという方がいました。この旧診療所は大きな建

物ではないのですが、とても熱心で、１時間以上見学していた方もいら

っしゃいました。（金子） 一般公開した内部の様子

◇浄安寺千体地蔵公開「お地蔵様の日」
平成 25 年（2013）9 月に発生した竜巻及び台風被害により

浄安寺（御正新田）の地蔵堂が倒壊しました。この内部には市指

定文化財（有形文化財・彫刻）の「浄安寺千体地蔵」が収蔵され

ており、熊谷市教育委員会では、地蔵堂の解体と併せて、本尊の

地蔵及び千体地蔵の救出を目的とする「文化財レスキュー」を実

施しました。その後、千体地蔵及び本尊の保存修理を実施し、今

後、本堂にて安置されることになりました。平成 28 年 10 月 23

日、「お地蔵様の日」として一般公開及び報告会を開催しました。

会場には約 100 名が来場し、地域の文化遺産と保護活動につい

て知る機会となりました。（山下） 千体地蔵と本尊

文化財探訪 小江川・聖観寺跡（おえがわ・せいかんじあと）

緩やかな丘陵と、谷合の斜面に並ぶ家々の風景が良く残る

小江川の地には、かつて「聖観寺」と称する寺院がありまし

た。この寺院の開基は不明ですが、江戸時代の文化・文政期

（1804～1829）に編まれた武蔵国の地誌『新編武蔵風土

記稿』には、「聖観寺 天台宗今市村高蔵寺末小久保山大悲院

ト號ス 本尊観音ヲ安ス」と記されています。

明治期の廃仏毀釈により廃寺となったこの寺院は、現在、

その存在を示すものとして、天和・元禄期（1681～1704）

にかけて造立された僧侶の墓塔の無縫塔や庚申塔・日待供養

塔が数基、東向きの平場に残されています。無縫塔には、「元

禄十七甲申年 権大僧都法印永海 和尚位 正月十二日」と

刻まれています。地元の小江川自治会では、往時を偲び、「小

江川千本桜」事業の一環としてこの地を整備し、桜を植樹し

ています。（森田） 丘陵斜面の平場に残る石仏群
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文化財コラム 古代との遭遇・第１９話『宮下遺跡』続編
現在、発掘調査中の宮下遺跡は熊谷市千代に所在し、江南台地上に

立地しています。今回は、宮下遺跡で出土した縄文時代の痕跡につい

てお話しします。時代を計るものさしは土器です。土器の形・文様・

つくりや出土状態から、いつの時代のものか判断していきます。宮下

遺跡が所在する江南台地は古くから人の営みの痕跡がみられ、縄文時

代では、原谷遺跡出土の草創期の縄文土器が一番古い資料になります。

宮下遺跡では約８，０００年前の縄文時代早期、貝殻で文様をつけた

条痕文系土器（野島式）がみつかっています。

また、その頃の遺構として炉穴（ファイアーピット）が複数みつか

りました。炉穴とは早期の特徴的な遺構で、穴の底やまわりが焼けて

いるもので、野外での調理施設と考えられています。埋まっていた土

（覆土）は、黒褐色のコブシ大の堅い土塊で白い粒がたくさん詰まっ

ていました。地質学の先生によると、浅間山系安山岩の粒ではないか

とのことで、時代がわかる貴重な資料になるかもしれません。このほ

か、前期の諸磯式、中期の勝坂式、加曽利Ｅ式、後期の称名寺式、堀

之内式、紐線文系土器などの縄文土器が出土していることから、宮下

遺跡では断続的に長く人々が暮らしていたことが分かってきました。

江南台地の先端で、河川や森林の恵みを得やすい場所であったため、

集落がつくられたと考えられます。（蔵持）

右写真：炉穴（ファイヤーピット）と呼ばれる屋外の炉（調理施設）が３基程確認されている。

報告 「愛染堂保存修理事業」の竣工
平成 28 年 9 月 18 日に愛染堂保存修理事業の竣工を祝して落

成式（落慶式）と愛染堂・市指定有形民俗文化財「愛染明王」の

一般公開を開催しました。平成 27 年に「愛染堂保存修理委員会」

が設立された後、同年 9 月から保存修理工事が開始されました。

工事では、屋根の瓦を軽量鋼板へ葺き替える改修、崩壊した部分

の復元、内部の木材補修及び付帯工事（追加となった高欄・軒下

廻りの補修、台座修繕、畳張り替え工事など）が実施され、平成

２８年 8 月に修理工事は完工となりました。約 2,400 万円の費

用を要しましたが、市補助金及び所有者等負担のほか、1,500 万円にもの寄付や募金によって事業が

運営されたことになります。所有者と檀家、地域住民、染色業者、商工関係者、大学、研究機関、賛

同者など多くの方々の協働によって本事業が進められたことは、全国に向けての「熊谷スタイル」の

発信となりました。（山下）

編集後記 文化財保護とイノベーション

本報告は、熊谷市内の文化財保護事業を発信する窓の

役割を担っています。今日において情報を得るための手

段としてインターネットやスマートフォンが急速に普及

しています。それとともに活版印刷が発明された以降の

歴史を受け継ぐように紙媒体での情報は今後も色褪せな

いということもできます。文化財の保護においても最新

の研究を用いた分析や保存修理の方法が模索されていま

す。文化財の情報発信においても様々なツールのイノベ

ーション（技術革新）が進み、古き文化と新たな技術の

融合が果たされています。文化財が過去と現在と未来を

つなげる窓であるために、私たちの仕事がその一翼を担

えるよう取り組んでいけたらと考えています。（山下）

発行：平成２９年１月１日

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm
文化財の紹介、ブログ「熊谷市文化財日記」、「BUNKAZAI 情報」バックナンバーなどを豊富に掲載
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発行：熊谷市立江南文化財センター

TOPICS
新たな熊谷市文化財の指定―「みかりや」関連資料・歓喜院仁王像（２体）―
平成 29 年 3 月 16 日開催の熊谷市文化財保護審議会において「みかりや」関連資料及び「歓喜院

仁王像」の 2 件について熊谷市の文化財に指定するにふさわしいとの答申が出されました。これに基

づき平成 29 年 3 月 31 日の熊谷市教育委員会において審議をしたところ、共に承認され、同日付で

熊谷市の有形文化財として指定されました。（山下）

指定文化財概要

１．「みかりや」関連資料

①名称 「みかりや」関連資料 一括（版木・看板・関連文書・日本画・型紙）

版木（１６点）、看板（１２点）、諸帳面・記録簿（８点）、

絵馬講連名帳等（２１点）、書状・収蔵書等（５点）、

日本画「架鷹図」（かようず）（２点）、絵馬型紙（約３００件）

②種別・種類 有形文化財・歴史資料

③所在地 熊谷市久下（一部、埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託）

④所有者 戸森家

「みかりや」関連資料：久下の戸森家は「みかりや（御狩屋）」と号し、中山道を

描いた浮世絵である渓斎英泉「岐阻（木曽）道中 熊谷宿 八丁堤景」の題材とな

っている。代々茶屋を営む中で、上岡の馬頭観音（東松山市妙安寺）で売り出す

絵馬を製作し、絵馬製作のための型紙、製薬や販売に関連した看板や版木、忍藩

主の鷹狩りに由来する日本画「架鷹図」（かようず）などが残されています。

２．歓喜院仁王像（２体）

①名称 歓喜院仁王像（２体）

②種別・種類 有形文化財・彫刻

③所在地 熊谷市妻沼（妻沼聖天山）

④所有者 宗教法人歓喜院

「歓喜院仁王像」：妻沼聖天山の仁王門の左右に立つ阿

形像と吽形像の２体。阿形像は、像高 313 ㎝、吽形

像は、像高 315 ㎝の大きさです。平成 23 年の修復

の時点で両像の胎内から木製の胎内札が発見され、万

治元年（1658）に、鎌倉の仏師である雲海によって

製作されたことが判明しました。

「池上遺跡出土品」が埼玉県の文化財に指定されました。
市内池上に所在する池上遺跡は、県内のみならず関東地方の弥生時代を

語る上で欠かせない遺跡です。昭和 50 年代に行われた発掘調査の結果、

本格的な農耕集落であったことが判明し、関東地方の弥生時代研究に新た

な展開をもたらしました。

このたび、発掘調査から約 40 年の時を経て、池上遺跡から出土した弥

生時代の遺物が、「池上遺跡出土品」の名称で埼玉県の文化財（有形文化財・

考古資料）に指定されました。「池上遺跡出土品」は、現在、埼玉県立さき

たま史跡の博物館で開催中の「弥生の空間 実りと祈り」（2/25～6/11）

において展示されていますので、ぜひご覧ください。（松田）

池上遺跡出土土偶形容器

平成 29 年
（2017）
5 月 12 日

第 20 号
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市内遺跡発掘情報

平成 28 年度上之土地区画整理地内遺跡
市内上之では土地区画整理事業を進めるにあたり、事前に発掘

調査を行っています。今回は、平成 28 年 12 月から平成 29 年

1 月まで実施した前中西遺跡の調査についてご紹介いたします。

今回の調査では、弥生時代（約 2,000 年前）から平安時代（約

1,000 年前）までの遺構・遺物が見つかりました。特筆すべきこ

ととしては弥生時代の礫床木棺墓（写真）が１基見つかったこと

が挙げられます。礫床木棺墓とは、長野県北部を中心に広がる文

化の墓制であり、本遺跡ではこれまでに４基見つかっていました

が、新たにもう１基見つかったことは本遺跡の弥生時代を考える上で大変貴重な成果です。なお、骨

や副葬品は残念ながら見つかりませんでした。（松田）

諏訪木遺跡（すわのきいせき）

平成２８年１１月から３月にかけて新設道路予定地の発掘調査を実施しました。調査面積 1,400

㎡の範囲において、弥生時代中期から古墳時代前期にわたる住居跡６軒、方形周溝墓２基、室町から

江戸時代にかけての溝跡が複数条確認されました。そのうち方形周溝墓はいずれも全体の５０％以上

の規模で、２基とも２０㎡程

度の大きさをもつ墓でした。

残念ながら、被葬者が埋葬さ

れていた主体部は確認されま

せんでしたが、周溝に転落し

た弥生土器片が多量に検出さ

れ、土器の特徴から時期判断

できる重要な発見となりまし

た。（腰塚）
第２号方形周溝墓出土遺物検出状況 第１号方形周溝墓検出状況（真上から）

宮下遺跡（みやしたいせき）

宮下遺跡の発掘調査は、平成２９年５月末の完了を目指して調査を継続して

います。調査区北東側の地形の高まりにそって確認された大溝は、断面が薬研

のかたちであり、溝の斜面に多くの柱穴がみつかり、幅２．４ｍ、深さ１．１

ｍを測ります。西から東へ直線的に延びて、南側へ弧をえがいて曲がり、水が

湧く谷状地形を内側に含んで直線的に調査区外へと延び、総延長は２０４ｍ以

上と長大なことが分かりました。宮下遺跡のすぐ北側には小字「駒形」の地名

と、かつては駒形明神社があり、駒＝馬に関わる施設が存在した可能性がうか

がわれます。大溝の特徴と併せて考えると、１４～１５世紀ごろの牧（牧場）

を区画する溝である可能性を考えてよいかもしれません。（蔵持）

連載 くまがやの古墳群

⑭ 村岡古墳群 －新たな古墳の存在が確認された古墳群－
村岡古墳群は、村岡地区の荒川右岸自然堤防上に所在する古墳時代後

期に造られた古墳群です。従来、古墳４基が狭い範囲の分布で捉えられ

ています。また、４基のうち３基は、不幸にも開発により消滅し、その

存在が知られていません。唯一その存在が知られているのは、高雲寺の

墓地に隣接する砕石敷きの駐車場に所在するもので、墳丘はすでに削平

を受け、現状では目にすることができません。

ところが、最近になって、地元の研究者から情報がもたらされ、古墳

である可能性を含めて、新たに４基の存在が確認されました。その４基

の分布は、すでに確認されている４基の北東に近接して２基、離れて南

に１基、東に１基です。このうち２基は削平（破壊）を受けており、墳

丘を見ることができません。残りの２基については、うち１基（推定径

約９ｍ）が一部破壊を受けていますが、墳丘が遺存しています。（吉野）
（右上写真：新たに確認された古墳のうちの１基）

（右下写真：破壊を受けた古墳の石室石材・葺石か、近隣場所にて確認）
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文化財センター通信

◇平成２９年度埋蔵文化財保護事業の展望
埋蔵文化財発掘調査は、年度当初から４件予定されており、

そのうちの１件は、昨年度からの継続事業である宮下遺跡発掘

調査事業です。ほかの３件は、上中条において個人専用住宅建

設予定地、冑山地区において共同住宅建設予定地及び上之土地

区画整理事業地内です。上之土地区画整理事業に伴う発掘調査

事業については、年間通じて断続的な調査を実施せざるを得な

い例年にない状況です。

一方、整理・報告書作成事業については、昨年度発掘調査を実施した５件及び平成２４年度に確認

調査を実施した１件です。この事業も、例年になく報告書の刊行予定が多い状況です。

そして、大きな事業としましては、幡羅(はら)・西別府官衙(かんが)遺跡群の史跡国指定について

年度末を目標に進めていく予定です（写真は西別府祭祀遺跡・湯殿神社境内）。（吉野）

◇国宝「歓喜院聖天堂」での声楽コンサート
４月１日、声楽家の岡崎麻奈未さんが妻沼聖天山本殿の国

宝「歓喜院聖天堂」にて声楽コンサートを開催しました。旧

妻沼町出身の岡崎さんは高音域のソプラノである「コロラト

ゥーラ・ソプラノ」として知られ、国内の音楽大学卒業後は

ウィーンを基点にヨーロッパで活躍しています。コンサート

では箏曲の響きを伴奏に、日本の懐かしみのある歌やオペラ

で著名な歌曲などを披露しました。透明感と技巧性ある声楽

が狩野派が描いた拝殿の格天井に響き、約 200 名の来場者

がその素晴らしい演奏に魅了されていました。（山下）

聖天堂拝殿でのコンサート

◇新指定文化財「みかりや」関連資料 記念講座
4 月２６日、みかりやが所在した地区の久下公民館において、

「中山道と熊谷の文化財」と題し、当資料を含む中山道に関連

した文化財などについて解説する講座を開催しました。「みかり

や」が江戸時代後半から昭和時代初期に至るまで営んでいた

様々な業と歴史資料などを紹介し、中山道と熊谷宿と関係する

文化財との関わりから、久下地域と「みかりや」の歴史的意義

について考える機会となりました。100 名を超える来場者があ

り、中山道の歴史に対する関心の高さを実感しました。（山下）

記念講座の様子

文化財探訪 板井・出雲乃伊波比神社（いたい・いずものいわいじんじゃ）

のどかな田園風景の中、和田川が社前を流れ、八雲橋を

渡った正面に風格が漂う本殿が一段高く鎮座しています。

出雲乃伊波比神社は古来よりその名がみられ、延長五年

（927）の延喜式神明帳に記されています。文明年間

（1469－87）に鹿島明神を勧請して社名が鹿島神社とな

りましたが、明治二十八年の旧社名復古で元来の出雲乃伊

波比神社に名称が戻りました。八坂祭りで演奏される板井

屋台囃子は、熊谷市指定無形民俗文化財として現在まで引

き継がれています。

出雲乃伊波比神社はその名が示す通り、古代においては

出雲系氏族に奉斎されたと考えられています。合祀されている摂社には天満社、氷川社があり、古代

武蔵国では、物部氏に関わる神社とされ、周辺で確認される遺跡の解明に手がかりを与えています。

出雲乃伊波比神社は歴史の謎を解く重要な情報を秘め、江南の地を温かく見守っています。（蔵持）
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文化財コラム 空から見た遺跡 －男沼－飯塚北遺跡－

空から地上を見るためには、鳥のように飛び回

りたいところですが、翼を持たない私たちには、

航空写真を眺めることが安全です。航空写真から

は意外と多くの情報が得られます。

空からみた熊谷の歴史を考えます。男沼地区に

は西から東に大きく蛇行する地割が明瞭です(昭

和３５年撮影写真)。これは、１００ｍ近い幅を

持つことから利根川の本流跡と思われます。本流

と数本の支流を擁する大河であった利根川は、古

代から中世期には妻沼台を巡って八ツ口方向へ

流下していました。渡河の方法は船運に頼らざる

を得ず、川辺には「津」と呼ぶ港湾施設が造られ

ました。熊谷市域の南北には「東山道武蔵路」と

呼ぶ主要道が通行し、妻沼付近は上野国への渡河

点に当たり、現在でも交通の要衝です。

妻沼工業団地の発掘調査で明らかになった「飯

塚北遺跡」は、その流路の屈曲部(湾戸と呼び船

着き場や船溜まりの適地になる)に位置し、物資

を収納する多数の倉庫跡や行旅の人々を潤した

大井戸跡が見つかっています。遺跡は港湾施設の性格を持ち、後に有力豪族の拠点と考えられる方形

の館跡が構えられていました。（新井）

参考「妻沼・飯塚北遺跡について」『熊谷市史研究』５号

報告 観音山の保存に向けて
熊谷市三ヶ尻に位置する観音山は標高約 85ｍ、周囲約 850ｍで、

松・なら・くぬぎ等が豊富に植生し、熊谷市の名勝に指定されてい

ます。南麓には龍泉寺が所在しています。江戸時代の知の巨人であ

る渡辺崋山もこの地を訪れ、その風光明媚な風景を絵にしたためる

などしています。平成 28 年度においては熊谷市と地元の観音山保

存会との市民協働事業が実施され、樹木の管理や遊歩道の整備を行

いました。今後は文化財の保存に向けた補助事業を中心として、所

有者及び地域の保存会である「観音山保存会」とともに名勝の保全

を継続的に進めていく予定です。（山下） 遊歩道の整備事業

編集後記
今回で「BUNKAZAI 情報」は第 20 号を迎えました。

平成 21 年 11 月 3 日に創刊してから 7 年半の間、本市

においては多様な文化財事業を展開し、様々なトピック

スを報告することができました。今回の第 20 号という

数から、モーツァルトのピアノ協奏曲第 20 番を思い起

こしています。この曲はウィーンで活躍を始めたモーツ

ァルトが、決意を持って自身の音楽の方向性を表現した

作品と評価され、以降の作曲家に大きな影響を与えてい

ます。この協奏曲のように決意を新たに、次なる発行に

向けて歩みを進めていきたいと思います。今後とも本市

の文化財保護行政へのご協力をお願い致します。（山下）

発行：平成２９年５月１２日

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm
文化財の紹介、ブログ「熊谷市文化財日記」、「BUNKAZAI 情報」バックナンバーなどを豊富に掲載
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発行：熊谷市立江南文化財センター

TOPICS
「幡羅官衙遺跡群」の史跡国指定
は ら か ん が い せ き ぐ ん

幡羅官衙遺跡群は、深谷市と熊谷市にまたがって広
は ら か ん がいせきぐん

がる古代幡羅郡の郡家（郡役所）跡とその関連施設の
は ら ぐうけ

遺跡です。深谷市には郡家跡の幡羅官衙遺跡、熊谷市

には、祭祀場跡の西別府祭祀遺跡、寺院跡の西別府廃寺、
さ い し ば は い じ

幡羅官衙遺跡と同じ郡家跡の西別府遺跡があります。

このうち幡羅官衙遺跡と西別府祭祀遺跡が、地方役所

の構造や立地を知る上で大変重要な遺跡であるとして

国の史跡に指定されることになりました。

遺跡は、７世紀後半～１１世紀前半（飛鳥時代～平安時代、約４００年間）の郡役所の全体像が把握で

きるとともに、その変遷の過程が確認できる希有なものです。当時は、律令制度による天皇を中心にした

中央集権国家の時代で、全国には７０を超える国があり、この地は現在の埼玉県と東京都にあった武蔵国
むさしのくに

２１郡のうち幡羅郡に所属しました。幡羅郡域は、おおよそ現在の熊谷市域の荒川以北と深谷市の東の一
は ら は ら

部であったと推定されます。郡家では、地方の有力者から任命された郡司による政治が行われ、その定員
ぐ ん じ

数は中郡規模の幡羅郡では４人と定められていました。
は ら

これまでの深谷市・熊谷市の発掘調査により、幡羅郡家で
は ら

は、当時税であった稲を収納した倉庫群（「正倉院」）、郡司や、
しょうそういん

国内を巡行する国司が宿泊したり、接待のための宴会が行わ
こ く し

れた「館」、宴会の食事を準備したり、食料や食器を管理して
たち

いた「厨家」など様々な施設が発見されています。しかし、
く り や

郡家の中枢施設で、郡政治の執務や儀式などを行っていた「郡
ぐん

庁」と呼ばれる施設は、未だ発見されていません。また、幡羅
ちょう は ら

郡家には、近接して祭祀場や寺院がつくられ、郡家にとって

重要な役割をもち、郡家とともに機能していました。

祭祀場【西別府祭祀遺跡】は、現在の西別府湯殿神社
ゆ ど の

境内を中心に所在し、神社社殿裏の低地ではかつて豊かな湧水があり、７世紀後半は石製模造品、８世紀

以降は土器を用い、１１世紀前半にかけて、豊かな水の恵みや郡

政治の安寧を願い祈りが捧げられていたと推定されます。

寺院【西別府廃寺】は、仏教の力による郡政治の安定等を願っ

て、８世紀～９世紀の約２００年間、僧侶によって仏に祈りが捧

げられていたと推定されます。郡家・祭祀場・寺院の三要素が揃

うのは全国的に見ても少なく貴重で、他には岐阜県の弥勒寺官衙
み ろ く じ かん が

遺跡群や神奈川県の下寺尾官衙遺跡群が知られています。（吉野）
し も て ら お かんが

左写真： 西別府祭祀遺跡出土石製模造品【県指定文化財】
せきせいもぞうひん

（石製模造品：柔らかく加工しやすい滑石という石を材料として、
せきせいもぞうひん かっせき

馬・櫛・勾玉・剣などの形をまねてつくった祭祀に使われた道具。）
くし まがたま けん さ い し

平成 30 年
（2018）
１月 25 日

第 21 号

幡羅官衙遺跡

西別府祭祀遺跡（湯殿神社）

（

西別府廃寺

別府沼公園

西別府遺跡

幡羅官衙遺跡群全景（南西から）

祭祀場【西別府祭祀遺跡】（湯殿神社裏の堀の様子）
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市内遺跡発掘情報

平成 29 年度上之土地区画整理地内遺跡の発掘調査について
市内上之では土地区画整理事業を進めるにあたり、

事前に発掘調査を行っています。今回は、平成 29 年

4 月から 6 月まで実施した藤之宮遺跡の調査について

ご紹介いたします。

今回の調査では、古墳時代前期（約 1,600 年前）

から平安時代（約 1,000 年前）までの遺構・遺物が

たくさん見つかりました。特筆すべきこととしては、

平安時代の井戸跡が２基見つかったことが挙げられま

す。いずれも円形に掘り込まれた穴の下部に加工した

木材で四角い木枠が組まれており、木枠内からは土器

の他に、下駄や曲物、「桛」（右上写真）と呼ばれる糸
かせ

を巻き取る道具など水分を含む低地でなければ残らな

い木製品なども見つかりました。（松田）

西別府廃寺の整理作業
現在、昨年度発掘調査を実施した西別府廃寺の整理作業が佳境を迎えています。この遺跡は、この

度国指定史跡になる幡羅官衙遺跡群の一部であり、この遺跡群の性格を知る上で重要な遺跡となりま

す。また、この遺跡は、今から１，１００年前ごろから現在の西別府地域にあった寺院の遺跡です。

今回の整理作業の中心は大量に出土した瓦（4,300 枚）、瓦塔（素焼で作ったミニチュアの仏塔）

（90 点）を実測、トレースすることで、これらを下図のように図面化していきます。他にも幾つか

の作業がありますが、こうした作業を経て、３月には報告書として製本・刊行される予定です。（腰塚）

瓦塔の一部（塔の壁面） 実測・トレース後の図面

連載 くまがやの古墳群

⑮ 原島古墳群 －実態が不明な古墳群－
原島古墳群は、原島地区の荒川左岸の自然堤防上に所在する古墳時代後期に造られた古墳群です。

すぐ西には、やはり実態が不明な玉井古墳群が所在します。現在３基の古墳の存在が確認されていて、

熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」を中心に狭い範囲での分布です。

３基の古墳は、各々消滅、墳丘削平の状態で、唯一墳丘の

状態が分かる古墳が、くまぴあの南に鎮座する八坂神社の境

内北東隅に所在します。現況での規模は、東西８ｍ、南北１

５．５ｍ、高さ１ｍほどで、墳丘の南西部が遺存しているも

のと思われます。全国的に見ると、墳丘上に 社を祀ることが
やしろ まつ

多い中、古くから神聖な場所であったこの場所を選んで、墳

丘を避けて社が造られたのではないでしょうか。ちなみに、

八坂神社は、かつて鬱蒼とした林の中に在り、「天王社」と呼
うっそう てんのう

ばれていたことから現在も「天王様」の通称で親しまれてい

て、本古墳は現在無名ですが、この名を借りて天王塚古墳と

も言えますでしょうか。（吉野）
八坂神社境内に所在する古墳（中央、右が神社社殿）

- 84 -



文化財センター通信

◇聖天堂関連事業―絵馬展・国宝 5 周年―
妻沼聖天山本殿「歓喜院聖天堂」が平成２４年７月

に県内建造物で初めて国宝に指定されてから５周年を

記念して、妻沼聖天山に寄進された絵馬や奉納額を一

堂に集めた特別展「妻沼聖天山の絵馬展」を妻沼展示

館で開催しました（7 月～8 月）。

聖天山は関東一円から広く民衆の信仰を集め、江戸

後期から昭和にかけて様々な内容の絵馬や額が奉納さ

れました。これら約５０枚は聖天堂の内外に掲出され

ていましたが、平成１５年からの平成の保存修理工事

の際に外されて境内に保管され、非公開でした。

同展の絵馬には「韓信の股くぐり」「川中島合戦」「七福神」など中国や日本の故事などを題材に色

彩豊かに描いたものが多く、明治期の女流画家・奥原晴湖が記した「鶏羅山」や、幕末期から明治期

に活躍した政治家・思想家の山岡鉄舟が明治１４年（１８８１）に納めた書の額「歓喜天」などがあ

ります。柔術流派を興した小沼直吉を顕彰する「武芸」は同展内で最大規模を誇り、千人を超える寄

進者名を連ねています。明治時代の聖天山を描いた複数の大絵馬は歴史資料の価値を併せ持ちます。

熊谷市教育委員会は平成 29 年５月以降、絵馬と奉納額を妻沼展示館に移し、調査と保存作業を進

めてきました。その結果、絵馬と奉納額の額縁に施された精巧な彫刻の多くが国宝に指定された本殿

彫刻を担当した上野国花輪村（現群馬県みどり市）の彫物師集団の流れをくむ彫物師の作品であるこ

とが分かりました。また、半数近くの額は群馬県の人々が奉納していたことも確認されました。

７月２９日には同会場にて、特別観覧会として、解説会とヴァイオリンとピアノによる演奏会「祈

りの響き」が開催され好評を得ました。また、8 月にはニュージーランド・インバーカーギル市国際

視察団が同会場を訪れました。会期全体で約１６００名の入場者がありました。（山下）

◇農業遺産に向けて「池の水ぜんぶ抜く」調査
比企丘陵を中心に古くから受け継がれる米作り「ため池農法」を世界農業遺産に申請しようと、滑

川町・熊谷市など８市町やＪＡなどによって「比企丘陵農業遺産推進協議会」が設立されています。

大きな川がない比企丘陵周辺では、谷間にある「谷津田」

と呼ばれる水田で、ため池の水が利用されてきました。こ

うした自然環境を生かした歴史の中で、水利の調整や沼普

請、沼さらいなどの共同作業、農村コミュニティーが形成

されてきたと考えられています。地域の文化遺産や歴史な

どを含む農業遺産としての再認識を深めるために、小江川

にある「日向沼」（写真：水抜き後）の水を抜き、生息して
ひ な た ぬま

いる魚などの調査が行われました。在来種が多く発見され、

自然環境が保たれていたことが分かりました。その様子が

テレビ東京の「池の水ぜんぶ抜く」という番組として収録、

本年 1 月に放映されました。（山下）

【文化財探訪 千代・飯玉神社】
せんだい いいたま

飯玉神社は、穀物の神様とされる豊受姫命を祀っています。
とようけひめのみこと

こじんまりとした本殿は社叢に囲まれ、眼前には一つ目の魚が
しゃそう

棲んでいるとの伝承がある「お池」と呼ばれる沼があります。

道を挟んですぐ東隣には宮下遺跡が広がっています。昨年の発

掘調査では古代の小鍛冶工房がみつかりました。当時の工人は

鍛冶炉を片眼で覗き、火の色で温度を判断し鍛冶を行いました。
のぞ

しかし、鉄を溶かすほどの高熱は、眼に悪影響を及ぼし、片眼

が見えなくなることもあったそうです。身体を犠牲にして、大

勢の生活を支えていた人々がいた事実が、伝承として形を変え

て伝わっているものと考えられます。（蔵持）

【所在地：熊谷市千代 625】
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文化財コラム 空から見た遺跡

【三ヶ尻地内の館跡】
昭和５８年三ヶ尻地区のほ場整備事業の実施に

際し、黒沢館跡の発掘調査が実施されました、その

結果渡辺崋山の『訪瓶録』に描かれた伝黒沢屋敷跡
ほうちょうろく

の濠割が姿を現しました。出土遺物の大半はかわら

けや板碑片などでしたが１５世紀後半の一時期を

示しており、古河公方と管領上杉氏の争乱(享徳の

乱)、扇谷・山内の両上杉氏の抗争(長享の乱)の頃に

館が造られたと考えられました。この頃は、関東で

は各所に城郭が造られ、市域でも村岡において熊谷

の渡しを回る戦闘が度々起っていたようです。

館跡の主郭は一辺が約６０ｍの長さを有し、上幅

約３ｍ、深さ１ｍの濠がほぼ台形に回っていました。

城塞としては小規模に見えますが、昭和４９年撮影

の航空写真を見ると「ふるぼり」と呼ぶ南東を走る

水路の配置と主郭の南前面から東北側の屈折の位

置とに一致することが窺えます。この「ふるぼり」と主郭の前面が曲輪を形成していたと想定されま
く る わ

す。この防備は南東方向―村岡の渡し方向に当たっており、石原～広瀬方面より進攻する敵を迎え撃

つ備えとみられます。なお、航空写真では黒沢館西側にも大きな方形区画がみられ、黒沢館跡と関連

した土地利用が行われた可能性があり、一体の曲輪であったかも知れません。

新編武蔵風土記稿には次のような記録があります。「黒沢武蔵守義政というものの、居りし跡なり

といへり、また文明５年(1473)長尾春景古河公方成氏の後詰として、男衾郡鉢形の城に楯籠り、夫

れより埼玉郡成田へ出陣せし時、太田入道道灌も馳向ひ、荒川を渡り当所に陣して、両陣の間を遮り

しと云うはこのところなり。」 （参考：『熊谷市史』資料編 1 考古）（新井）

報告 d design travel KUMAGAYA の試み―熊谷リテラシーとは―
現在、熊谷市観光協会や市民ライターが中心となり熊谷の観光や

文化などをロングライフデザインの観点から探求するガイドブック

「d design travel KUMAGAYA」の制作が進められています。そ

のワークショップにて「熊谷ブランドのための社会学」という講座

を開催しました。その中で、熊谷に息づく文化遺産、美術、商品、

食文化に潜む「熊谷らしさ」とは何か、その「らしさ」を解釈する

力を熊谷リテラシーと表現しました。なぜ熊谷には、古くは埴輪か

ら、近代の養蚕や麦文化、現代のまちづくりに至るまで多様な「熊

谷らしさ」の文化が誕生し、育まれたのか。こうした点について見つめ直す機会となりました。（山下）

編集後記 「幡羅官衙遺跡群」と「陸王」

「幡羅官衙遺跡群」が国の史跡指定されるという朗報を今

回誌の冒頭にて紹介しました。昭和 30 年代の遺跡発見から、

数多くの遺跡発掘調査の実施、指定に向けての調整など、過

去を振り返ると貴重な遺跡の保存と理解に向けて、多くの時

間と努力が必要でした。文化財の保存は一種の情熱とともに

あるように思います。これらの経緯に着目すると、行田市の

老舗足袋メーカ―をモデルとしたテレビドラマの「陸王」が

思い浮かびます。創業 100 年以上続く老舗「こはぜ屋」が

ランニングシューズ「陸王」の開発に挑み、奮闘する姿が感

動を呼びました。目標に向けて努力を積み重ねる。「幡羅官衙

遺跡群」の保存と「陸王」との共通点を感じています。

発行：平成３０年１月２５日（2018/01/25）

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地

電話 048-536-5062 FAX 048-536-4575

メール c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm
ブログ「熊谷市文化財日記」、熊谷市観光文化財ナビゲーション・アプリ「くまここ」更新中

- 86 -



発行：熊谷市立江南文化財センター

TOPICS
明治の好古家 根岸武香コレクション資料展

―『武蔵国分寺の郡名瓦』―
明治時代初期、熊谷市冑山の政治家であり文化財の保存蒐集

に先鞭を付けた根岸武香という偉人がいました。根岸は考古資

料をはじめ地域史にも関心があり、関係した資料を蒐集し、屋

敷地の一角に展示場を設け公開に努めていました。

武蔵国分寺の瓦は、瓦に押された「郡名印」の蒐集を目的と

し、武蔵国 21 郡中 18 郡名の陰刻を蒐集していました。ほぼ

完成されたコレクションは、武蔵国分寺瓦研究初期の研究論文

(沼田頼輔 1901)に使用されています。今回の展示では当時の

蒐集品の大半が保存されていたことがわかり、貴重な資料の再

発見となりました。今回、根岸家の御厚意により展示を企画し

ました。5 月末日までの期間にぜひ観覧ください。（新井）

【写真：幡羅郡名の「播」の刻印】

金子兜太氏の名句は永遠に
熊谷市在住で文化功労者の俳人、金子兜太（かねこ・とうた）氏が２月２０日、９８歳で御逝去さ

れました。戦後の俳壇を先導しながら、生まれ育った秩父地域や熊谷市の風土に根ざした作品を多く

残しました。金子氏は１９１９年に小川町にある母の実家で生まれ、父が医院を開業していた皆野町

で幼少期を過ごしました。旧制熊谷中（現・県立熊谷高）、旧制水戸高校、東京帝大（現・東京大学）

経済学部から日本銀行に入行。１９４３年に海軍主計中尉としてトラック島に赴任し、敗戦を迎えま

した。戦後は日銀に復職し、数多くの俳句を発表しました。 １９６７年、東京都内から故郷に近い熊

谷市に転居して以来、ほぼ半世紀にわたって熊谷市

で暮らしました。

２０１５年、金子氏を名誉市民として顕彰してい

た熊谷市は周辺の町との合併による新しい「熊谷市

誕生１０周年記念事業」として、熊谷各地域の風景

や特色にちなんだ俳句を金子氏に詠んでいただきま

した。 熊谷市中央公園には「利根川と荒川の間（あ

い）雷（らい）遊ぶ」の句碑が建立されています。

その他、根岸家長屋門（冑山）、荻野吟子記念館（俵

瀬）、文殊寺（野原）にも建立され、隣接して設置さ

れた解説文は江南文化財センターが担当しました。

これらの句碑をはじめ、金子氏が詠んだ多くの俳句

には熊谷の自然と歴史を再認識できる文言が含まれ

ています。このような名作を熊谷の歴史を語り継ぐ

遺産として啓発を進めることができたらと考えてい

ます。（山下）

【写真は熊谷市野原にある文殊寺に建立された句碑と金子氏 ２０１６年４月】

熊谷市誕生１０周年記念事業「熊谷の俳句」（設置場所）

利根川と 荒川の間 雷遊ぶ（熊谷市中央公園） 草莽の臣 友山に 春筑波嶺（根岸家長屋門）

荻野吟子の 生命とありぬ 冬の利根（荻野吟子記念館） 行雲流水 蛍訪なう 文殊の地（文珠寺）

平成 30 年
（2018）
3 月 30 日

第 22 号
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市内遺跡発掘情報

平成 29 年度上之土地区画整理地内遺跡の発掘調査について（後編）
市内上之では土地区画整理事業を進めるにあたり、事前に

発掘調査を行っています。今回は、平成 29 年 7 月から 11

月まで実施した前中西遺跡の調査についてご紹介いたします。

今回の調査箇所は、遺跡範囲内南東部に位置し、主に弥生

時代後期（約 1,900 年前）と古墳時代後期～平安時代（約

1,400～1,000 年前）の遺構・遺物が見つかりました。弥生

時代は方形周溝墓（ほうけいしゅうこうぼ）、古墳時代後期～

平安時代は、竪穴住居跡や掘立柱建物跡などが見つかったこ

とから、前者は墓域、後者は居住域として土地利用がなされ

ていたことが判明しました。（松田）

古墳時代後期竪穴住居跡発掘作業風景

諏訪木遺跡発掘調査事業
平成２８年度から始まった市道１３７号線新設道路建設予定地となる諏訪木遺跡の発掘調査は、今

年の３月をもって終了を予定し、多数の遺構、遺物が確認されています。

調査箇所は、一乗院の門前付近であり、関連すると見られる江戸時代の土師質土器皿を大量に廃棄

した井戸跡や寺院の区画堀、当時の建物跡の柱穴跡などが確認されています。

また、BUNKAZAI 情報第２０号でも紹介した弥生時代中期の方形周溝墓が今回の調査では３基確

認されています。周溝の両端には弥生土器（１～２個体）が意図的に配置されているため、祭祀的な

意味をもっているものと考えられます。

この周辺には、底部に穿孔のある弥生土器が出土した同時代後期のピットが２基確認されています。

これは、土器棺墓としての性格も考えられますが、土器の底部が穿孔されているため、別の用途で埋

められたものと考える方が有力と推定されます。（腰塚）

堀跡から検出されたかわらけ（17～18 世紀） 弥生時代後期の弥生土器壺（底部に穿孔）

連載 くまがやの古墳群

⑯ 飯塚古墳群 －工業団地造成をきっかけに発見された古墳群－
飯塚古墳群は、妻沼地域飯塚・永井太田地区の利根川右岸、妻沼低地の自然堤防上に所在する主と

して古墳時代後期に造られた古墳群です。

妻沼西部工業団地造成及び県道拡幅工事に伴う発掘調査により、２１基の古墳の存在が確認されて

います。墳形としては、円墳と方墳の２種類があり、不明の

１基を除いて円墳が１７基、方墳が３基という構成です。円

墳の規模は径６ｍ～２０ｍと多様です。一方、方墳は一辺７

ｍ前後と２５ｍ前後のものです。

古墳には、埴輪を樹立したものから埴輪の樹立をやめた時

期のものまであり、おおよそ５世紀末～６世紀初頭から始ま

り７世紀初頭までと約１００年の長期にわたって形成された

古墳群です。主体部（遺体を安置した埋葬施設）が確認され

た古墳はわずかに４基で、いずれも５世紀末～６世紀初頭に

爆発し噴出した榛名山二ツ岳の角閃石安山岩を用いた石室で

あることから、噴火後近くの利根川を流れ転石となった石材

を採取して造られたと考えられます。（吉野）

【写真：飯塚古墳群第１～９号墳（右は備前堀）写真提供：公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団】
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文化財センター通信

◇熊谷市産学官連携まちづくりフォーラム
―事例報告「愛染堂保存修理事業」―
熊谷市と立正大学、熊谷商工会議所、くまがや市商工会

は、産学官連携に関する基本協定を締結し、協働によるま

ちづくりを推進しています。この協定に基づく連携事業の

中の 1つである「熊谷市産学官連携まちづくりフォーラム」

は、立正大学の先生方を中心に、産業・教育・環境等の各

分野における産学官連携について、講演や事例報告を行っ

ています。

平成 30 年 2 月 17 日、立正大学熊谷キャンパス・ゲートプラザで開催された第 12 回熊谷市産学

官連携まちづくりフォーラムでは、立正大学仏教学部教授である秋田 貴廣氏とともに、平成 28 年度

に完工した協働事業「愛染堂保存修理事業」について事例報告しました。「文化遺産の保存と地域コミ

ュニティの形成―愛染堂・愛染明王の保護事業をめぐってー」というテーマで、愛染堂の所在する星

宮地区の歴史や文化財の解説、愛染堂保存修理プロジェクトの経緯、そして仏像の保存を通した地域

コミュニティの在り方や課題、今後に向けた提案について発表しました。なお、その報告の様子は熊

谷市立江南文化財センターYouTube にアップロードしました。どうぞご参照ください。（山下）

◇熊谷うちわ祭講座 in 熊谷市立大幡小学校
２月２７日、熊谷市立大幡小学校にて第３学年の児童を対象に熊谷うちわ祭講座を開催しました。

前半はパネルなどを利用しながら熊谷うちわ祭の歴史につい

て、江戸時代の神輿祭りや山車・屋台巡行の祭礼の概要を含

めながら、３年生向けとして分かりやすさに心がけて解説し

ました。後半は熊谷うちわ祭についての児童それぞれの質問

を一問一答形式でインタビューし解説者が答えるという質疑

の時間を設け、多くの情報共有ができました。なぜ、うちわ

祭と呼ばれるようになったのか、山車・屋台がどのくらいあ

るのか、どこの職人さんが作ったのか、うちわ祭はどのよう

な思いで受け継がれているのか、祭を始めた人はどなたかな

ど、多様な質問が出され、うちわ祭への関心の高さを知るこ

とができました。（山下）

◇熊谷市文化財保護審議会の開催
３月 22 日、平成 29 年度第 2 回熊谷市文化財保護審議会を江南

文化財センターにおいて開催しました。本市文化財保護審議会は 10

名の委員兼専門調査委員によって構成され、熊谷市の文化財保護行

政に関わる協議事項や、指定文化財の答申などを審議しました。ま

た、幡羅官衙遺跡群の国史跡指定や歓喜院聖天堂の美装化事業の進

捗などについて報告したほか、予定されている文化財保護法の改正

による今後の展望などについて情報共有しました。（山下）

【文化財探訪 埋蔵文化財の届出事務・工事立会】
市内での開発行為等において、その土地が埋蔵文化財包蔵地

（遺跡）内または隣接している場合、発掘届・照会文書の提出

が必要となります。届出提出後に該当地において、近接地等の

調査データを確認し、基礎の工法等により埋蔵文化財に影響を

与える工事かどうかを判断します。その結果に応じて試掘調査、

工事立会、慎重工事等の指示を届出者に対し連絡します。なお

工事立会は、掘削範囲が狭い浄化槽の埋設や、盛土等により保

護層が設けられるような基礎の工法の場合に職員が現場に立会

い、計画どおり工事が施工されているか確認するものです。

近年、個人住宅に係る届出が増加傾向にあり、住宅の補助金、

減税、金利優遇制度もその一因となっているのではないでしょ

うか。（小島） 工事立会での測量（熊谷市上之地内）
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文化財コラム 空から見た遺跡
関東大乱の遺跡か増田館跡に見る「陣所」とは
知恵の文殊様として知られる野原の文殊寺には、境

内林の一角に中世の土塁と空堀の跡が巡っています。

西側と隣り合う立正大学との敷地の間に西辺 230ｍ、

北辺 320ｍ程の区画となっており、旧地割から推定

される本来の規模は約 400×300ｍの略方形に堀と

土塁の巡る城塞の「外郭」をなしていました。また、

本堂・庫裏を取り囲むように一辺約 110ｍ方形の堀

が「内郭」を区画しています。「内郭」と「外郭」の

走行・規模は異なり同時期かは疑問で、外郭は境内地

外を大きく含むことから文殊寺創建以前に造られた

可能性が高いと思われます。「内郭」は文殊寺の本堂

－参道－山門と軸線が一致しており伽藍を巡る寺域

溝であると推測されます。

昭和 35 年(1960)撮影の航空写真には境内を囲む

外郭線に沿った立木のラインがはっきりと確認され、

盾状の屈折ラインは北面に向けた陣形(魚鱗又は鋒矢

の陣形)を示しています。北側には古代以来交通の要

衝で戦略上の拠点でもある荒川渡河点に成立した「村岡宿」が位置し、康暦 2 年（1380）小山義政

の乱の後、永享 12 年（1440）の結城合戦まで、何度も「村岡御陣」が設営されました。足利公方

をはじめ数千の軍勢が滞留した陣所の位置は不詳ですが、増田館跡は、臨時的・一時的な拠点又は防

御施設であった「陣所」のあった可能性が高いと考えられます。

享徳 5 年(1458)から勃発する享徳の乱から山内・扇谷両上杉氏の抗争(長享の乱 1488～1505)

以降は、五十子陣(本庄市)を前線に繰り広げられたことから村岡陣の役目は遠ざかったと云え、文明

15 年(1483)に文殊寺が創建されています。なお、陣所と推定される大規模な外郭線を残す遺跡は

応安 3 年(1370)に足利氏満が滞陣した本田館跡(深谷市)があります。（新井）

編集後記
「梅咲いて庭中に青鮫が来ている」。この句は俳人の金子兜太氏が

詠み、多くの人々の記憶に残る名句としても知られています。金子

氏の没後、埼玉県立さいたま文学館での追悼展ブースにおいてこの

直筆の俳句が展示されています（写真）。金子氏が昭和４２年に熊谷

市上之に転居し、平野の中にある熊谷の地を思いながら、庭に咲い

た梅の花を見ると、庭全体が海の中のように感じ、梅の木が海の中

にある藻のように想像が及んだ。そこを青鮫が泳ぎ回る様子

を想像したと金子氏はこの句について記しています。そこに

は戦時中に見た太平洋の海との関連が見出せるなど、句の中

にも複眼的な特色が含まれています。梅の咲く季節を過ぎ、

百花繚乱の春へと進み行く日々の中で、熊谷にも青鮫が泳い

でいるのではないか、そんな感覚を懐いています。

日本を代表する俳人である金子氏は亡くなられましたが、

熊谷などについて詠まれたこれらの句は地域の一つの遺産と

して今後も地域の歴史や文化に光を当て続けていくと考えて

います。金子氏が伝え続けた俳句や郷土の歴史に対する想い

を、文化財保護の領域においても引き継いでいくことができ

るように研鑽を続けたいと考えています。（山下）

発行：平成３０年３月３０日（2018/03/30）

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地

電話：048-536-5062 FAX：048-536-4575 メール：c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm
ブログ「熊谷市文化財日記」、熊谷市観光文化財ナビゲーション・アプリ「くまここ」更新中
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発行：熊谷市立江南文化財センター

TOPICS
国史跡指定記念「幡羅官衙遺跡群」特別展を２会場で開催中！

は ら か ん が い せ き ぐ ん

現在、平成３０年１２月２８日（金）までの会期で、「幡羅官衙遺跡群」が国史跡に指定されたこと

を記念して、江南文化財センターと別府公民館において、特別展を開催しています。

このたび国史跡に指定されたのは、「幡羅官衙遺跡」及び「西別府祭祀遺跡」の２遺跡で、これらは

郡家の全体像が把握できるとともに、付属する祭祀場も含め、その成立から廃絶に至るまでの過程が

確認でき、また、地方役所の構造や立地を知る上で大変重要な遺跡です。幡羅官衙遺跡群は、熊谷市

西別府と深谷市東方(ひがしかた)にまたがる地区にあり、「幡羅官衙遺跡」・「西別府遺跡」、「西別府祭

祀遺跡」、「西別府廃寺」の４遺跡から構成され、古代武蔵国に当時あった２０郡のうちの一つ、幡羅

郡の郡役所及びその周辺の関連遺跡です。「幡羅官衙遺跡」・「西別府遺跡」は幡羅郡家（郡役所跡）、

「西別府祭祀遺跡」は郡家に付属する湧泉祭祀場跡、「西別府廃寺」は郡役所に付属する寺院跡です。

これら３つの要素が有機的に機能していた郡役所は、全国的にみても数例しかなく大変貴重です。

展示では、西別府祭祀遺跡の、湧泉祭祀に用いたとされる石製模造品や墨書土器、河川跡から出土

した木簡など、幡羅官衙遺跡・西別府遺跡の、土器や正倉跡から出土した炭化米などのほか、隣接す

る下郷遺跡出土の、当時の役人が身に付けていた帯金具（ベルトのバックルや飾り金具）や幡羅郡名

がわかる墨書土器などを展示しています。また、西別府廃寺は、土器や釘・刀子など鉄製品のほか、

大量に出土した瓦を用いて、当時の寺院の屋根瓦を再現展示しています。今回の展示品のうち幡羅官

衙遺跡出土品は、深谷市教育委員会から借用しており、幡羅官衙遺跡群の出土品を一堂に会しての展

示は、見応えのあるものとなっております。ぜひ、この機会に足をお運びください。なお、特別展会

場のうち、別府公民館は、幡羅官衙遺跡群に隣接していることから、展示の見学と併せて実際に遺跡

を散策することで、当時の姿をイメージしてもらえることを期待しています。（腰塚）

平成 30 年
（2018）
9 月 1 日

第 23 号
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市内遺跡発掘情報

前中西遺跡発掘調査「古墳時代後期の水辺の祭祀」
６月に実施した上之地区の発掘調査では、衣川の旧流路と湧水箇

所、溝跡などが確認されました。旧流路は弥生時代中期後半（約

2100 年前）ごろには存在していたと考えられます。溝跡は２条確

認され、１つは弥生時代中期後半のもの、もう１つは古墳時代後期

（約 1600 年前）のものです。湧水箇所は、弥生時代の溝跡が埋没

した後に発生し、古墳時代の溝跡と同時期に存在したようです。湧

水箇所と古墳時代の溝跡からは、土師器坏や高坏がまとまって出土

し、桃の種が４００粒以上確認されました。桃は邪気を払うものと

して珍重された樹木です。また、滑石製の臼玉が１点出土しました。

これらはこの時代の祭祀遺物として典型的なものです。水はいつの

時代も生活に欠かせぬものであり、湧水箇所を神聖視した古代の人

の祈りがうかがえます。（蔵持）

【写真：（上）土師器出土状況 （下）桃の種出土状況】

瀬戸山古墳群発掘調査「古墳の周溝を確認」
平成３０年８月、市内平塚新田における個人住宅建設に伴う記録

保存のため、瀬戸山古墳群の発掘調査を実施し、古墳１基の周溝が

確認されました。これは、全体の１／4 ほどが確認されただけでし

たが、古墳の規模は直径１０ｍ前後と考えられ、その位置から新し

く発見された古墳ではないかと考えられます。ただ、墳丘の大部分

は削平され、石室も確認できませんでした。周溝の一部からは円筒

埴輪の破片が多数発見されています。築造年代については、今後の

検討が必要ですが、以前の調査事例から６世紀代のものと考えられ

ます。（大野） 【写真：埴輪出土状況】

【埋蔵コラム 熊谷空襲の痕跡―市内工事立合調査の一コマから―】
市内遺跡隣接地での工事立会調査に際し、新築建物の基礎の入る根切溝から火災痕跡を残す瓦・陶

器などの混在する灰燼層（かいじんそう）が現れました。この地には戦後すぐに建てられた家屋があ

ったこと、また当時の被災地図の範囲内に入っていることから、瓦

礫は第二次世界大戦時の熊谷空襲による被災遺物層である可能性が

高いと考えられます。現地表から約１５㎝下位に深さ３０～５０㎝

程の大きな穴を所々に掘り、瓦礫を埋め片付けたと想定されます。

木炭片や焦土も多量に含まれ、瓦礫層の厚さは最大で５０㎝もあり

ました。瓦礫に含まれる瓦は当時の住宅によく使われた桟瓦で、対

角に組み合わせの切り欠きを持つものです。陶器には瀬戸焼の皿や

甕の破片、溶け歪んだガラス（写真）などもありました。（新井）

連載 くまがやの古墳群

⑰ 上江袋古墳群 －以前から埴輪の出土が知られていた古墳群－
上江袋古墳群は、妻沼地域上江袋・西野地区の福川右岸、妻沼低地の東西に長い自然堤防上に所在

する古墳時代後期に造られた古墳群です。妻沼西南地区土地改良事業（ほ場整備事業）に伴う発掘調

査により、４基の古墳の存在が確認されています。墳

形は全て円墳で、規模は径１８ｍ～２３ｍです。古墳

は、１基の古墳を除いて埴輪が出土しており、おおよ

そ６世紀に形成された古墳群と考えられます。

主体部（遺体を安置した埋葬施設）が確認された古

墳はわずかに１基で、奥壁と棺床面に緑泥石片岩の板

石、側壁に河原石を小口積みにした竪穴系の横穴式石

室です。その規模は、長さ約２．２ｍ、幅約０．７ｍ

で、既に盗掘にあっていたようで、出土遺物はない状

況でした。なお、本古墳群の周辺は、開墾などにより

埴輪の出土が知られており、東側で出土した馬形埴輪

は全体像が分かるもので、江南文化財センターで展示

中です。（吉野） 第１号墳全景（中央に石室が見える）

- 92 -



文化財センター通信

◇文化財センター夏休み企画「あなたも古代人」
今年も夏休み企画として、主に小学生を対象とした古代体験事

業を 7 日間にわたって行いました。体験メニューは、まが玉づく

りや埴輪づくりなどです。総勢 240 名の親子に参加いただきま

した。本講座では、作品を自由な形状に仕上げることができるの

も魅力の一つです。いずれの子供たちも、個性豊かな完成品を手

にして嬉しそうでした。（星） 【写真 土鈴づくり体験の様子】

◇熊谷の建造物・伝統芸能リーフレットの刊行
市内に所在する国宝・国重要文化財・国登録有形文化財・県

指定文化財建造物・市指定文化財建造物・その他の歴史的建造

物について解説したリーフレット「熊谷市の歴史的建造物―熊

谷の歴史・文化を語り継ぐ建造物群―」と、市内の無形民俗文

化財・無形文化財、熊谷の年中行事などの歳時記について解説

したリーフレット「熊谷の伝統芸能と歳時記―熊谷の歴史と無

形の文化遺産をめぐる旅―」を作成し、５月から市内各所の施

設等で無料配布を始めました。（山下）

◇金子兜太氏を偲ぶ研究会
７月 15 日、２月に 98 歳で亡くなった俳人・金子兜太さんを偲

ぶ研究会「熊谷の俳諧と金子兜太文学」を市内鎌倉町の名勝「星溪

園」で開催しました。研究会では金子さんの俳句や足跡を紹介する

講演とともに、俳人で熊谷市俳句連盟名誉会長の天貝弘人さんとの

トークセッションが行われました。会場には金子さんが揮ごうした

「利根川と荒川の間雷遊ぶ」の色紙や著作が展示されたほか、献茶

会が開かれました。研究会には金子さんが主宰を務めた俳誌「海程」

の同人や、俳句愛好者など県内外から約 30 名が参加し、戦後俳壇

をけん引した金子さんの俳句に思いを馳せました。（山下）

◇奥原晴湖書画研究会
４月２１日、市内上之にある龍淵寺本堂において奥原晴湖一門書

画研究会が開催されました。龍淵寺近くの旧上川上村に画室を有し

晩年の画業に励んだ奥原晴湖とその一門の回顧する行事として、絵

画を個人に募り、当日限りの一般公開・展覧会及び講演会「奥原晴

湖の生涯と芸術―晴湖芸術の変遷と「南画」の影響関係をめぐって

―」を開催しました。冒頭の講演会では本堂に入り切れない程の約

１５０名の聴講者が集まり、一日を通しての展覧会への来場者は約

３００名を数える盛況となりました。（山下）

【文化財探訪 三ヶ尻・田中神社】
押切橋の北に見える小さな社叢、そこが田中神社です。田中神社は、

平安時代（延長五年：９２７年）の『延喜式』神名帳に「武蔵国幡羅

郡田中神社」と記された式内社です。『新編武蔵国風土記稿』には、「水

田の中間にあるをもて田中天神といへり」との記述があり、稲作の神

様を祀った神社と考えられています。現在は小さな社が建っています

が、江戸時代に当地を訪れた渡辺崋山の実地調査報告書『訪瓺録』

には、「古代ハ大社ナルヨシ」と記されており、江戸時代以前は大き

な社で参道も長かったことが窺えます。

境内には「要石（かなめいし）」（下写真）と呼ばれる石が埋めら

れていますが、これは地震を封じるための石と伝えられています。

これまで当地域で大きな地震がなかったのは、この石が守ってくれ

ているのかもしれません。（松田）
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文化財コラム 空から見た遺跡 No.３

―三ヶ尻地内の遺跡―上越新幹線工事の発掘調査―
市域を東西に走るまっすぐな新幹線路

は空からもはっきり見えます。この上越新

幹線建設工事に先立ち、昭和５４年から５

５年にかけて三ヶ尻地区では遺跡の発掘

調査が行われました。観音山の北側に所在

する三ヶ尻(林)遺跡と三ヶ尻古墳群で、航

空写真では路線延長に沿った細長い発掘

区とその遺構を覆うブルーシートがみえ、

付近には残された古墳も確認できます。こ

こからは縄文時代の住居跡 11 軒と古墳９

基が発見されました。縄文時代前期のムラ

の跡は市域では数少ない発見でした。また、

三ヶ尻古墳群の「やねや塚（三ヶ尻林４号墳）」は保存状態が良好で、石室から水晶玉などの装飾品

や鉄製武器など豊富な遺物が発見されました。特に銀象嵌（ぎんぞうがん）に装飾された鉄刀は「頭

椎大刀（かぶつちのたち）」に復元される優れた工芸品です。

発掘調査により遺跡は記録保存され、新幹線の走る高架に替わっています。現地には新幹線の高架

橋柱がそそり立ち、失われた遺跡のモニュメントの様にも見えます。

遺跡の発掘が記録されている航空写真は他にも千代遺跡群や北島遺跡などあります。紹介した航空

写真は国土地理院ホームページで公開されているものです。定期的に撮影された航空写真は国土の歴

史書に例えられるでしょうか。故郷の変貌を鳥のように空から見たときの驚きや新たな発見をきっと

得られると思います。（新井）
（航空写真のデータ 出典：国土地理院 Ｃ-KТ-80-3 1980 年１０月１５日撮影）

【マニアックな文化財メモ】「旧代村屋台の 100 年ぶりの復元」
市内代地区（旧代村）には江戸時代中期より行われている八坂祭礼があ

り、現在では神輿渡御を中心とした夏祭礼が開催されています。かつては

屋台を巡行させ、熊谷八坂祭礼（熊谷うちわ祭）に囃子・演芸の屋台とし

て参加したとの伝承も残っています。平成 30 年 7 月 15 日、祭礼に合わ

せて、同地区の屋台が約 100 年ぶりに組立復元され、一般公開されました。

公開に際して解説会を開催し、四輪の形態や前面上部の秀逸な彫刻などの

特色について説明しました。本市では指定文化財ではない地域の文化財や

文化遺産の調査も随時進めています。（山下）

編集後記
７月、ＢＳフジ「アートな夜！」で熊谷出身の画家・森田

恒友（1881-1933）が描いた絵画『晩春風景』が紹介され

ました。大正６年頃（1917）に制作された紙本墨色の絵画

で、白と黒の色彩で晩春の山里風景が描かれています。森田

恒友は旧玉井村で生まれ、東京美術学校（現・東京藝術大学）

で洋画を学んだ後、渡欧しフランスなどで多くの油彩画を描

いていますが、帰国後、日本画へと転向し新たな絵画世界を

表現していくことになります。『晩春風景』はこうした今後の

手法について様々な模索と創作を続けていた時期に描かれた

作品です。絵画には描いた画家の人生が表現されている。そ

う考えると、多くの画家が残した数多くの作品と向き合い、

その価値を次世代に引き継ぐ意義を改めて感じています。（山下）

発行：平成３０年９月１日（2018/09/01）

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地

電話：048-536-5062 FAX：048-536-4575 メール：c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm
ブログ「熊谷市文化財日記」、熊谷観光・文化財ナビゲーションアプリ「くまここ」更新中
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発行：熊谷市立江南文化財センター

TOPICS
妻沼聖天山御本尊御開扉記念 文化遺産フォーラム・絵馬展
4 月、熊谷市妻沼にある妻沼聖天山の御本尊で重要文化財の「御正躰錫杖頭」が御開扉されました。

その一般公開に合わせて、境内の石舞台で「妻沼聖天山の信仰と文化財遺産の未来をめぐって」と題

した記念フォーラムが開催されました。同寺院主の鈴木英全氏と、

歓喜院聖天堂の「平成の大修理」で彩色復元の工事などを担当した

株式会社小西美術工藝社社長のデービッド・アトキンソン氏との対

談が行われ、参拝者ら約１５０人が耳を傾けました（写真上）。

アトキンソン氏はイギリスのオックスフォード大学で日本学を学

んだ後、金融アナリストを経て、同社の社長に就任。現在は、観光

振興や文化財活用に関する政府アドバイザーなども務めています。

対談では、アトキンソン氏は「文化財の保存技術の継承を大切にし

た上で、自由な発想による保護事業が必要。妻沼聖天山が全国的な

モデルになる可能性がある。」と、地域の特性を生かした保存と活用

を呼びかけました。フォーラムの様子は動画撮影し、YouTube で

公開されています。

また、同時期に国宝「歓喜院聖天堂」などに寄進された絵馬や奉

納額を展示する特別展「妻沼聖天山の絵馬展」を、妻沼展示館（熊

谷市妻沼東１丁目）で開催しました（写真下）。熊谷に画室を構えた

女流画家の奥原晴湖（１８３７～１９１３）が記した奉納額や、文

人・政治家として活躍した山岡鉄舟（１８３６～１８８８）が揮毫

した額、明治期の妻沼聖天山境内を描いた絵馬など、江戸時代後期

から昭和期にかけて奉納された約４０点を展示し、観覧者は妻沼聖

天山の歴史に想いを馳せていました。（山下）

「長島記念館・邸宅」での文化財指定記念フォーラム
5 月 18 日（土）、市の文化財「名勝」に指定されたことを

記念したフォーラムが「長島記念館・邸宅」で開催されまし

た。旧埼玉銀行（現在の埼玉りそな銀行）の会長を務めた長

島恭助（1901～1992）氏の生家として知られる同施設。

敷地内には江戸時代後期に建立された母屋や長屋塀をはじめ、

大正時代に栃木県から産出された大谷石を組み上げた石蔵な

どが保存されています。1993年に長島記念財団が設立され、

翌年には邸宅の建造物群や庭園の保存を目的に、長島家が収

集した美術品を公開する「長島記念館」としてリニューアル

オープンしました。収蔵されている美術品は、国内屈指の価

値を誇るコレクション内容で、川合玉堂や横山大観、中川一

政、須田剋太など近代日本美術を彩る名作が並んでいます。新紙幣の肖像画となる「渋沢栄一」の書

など複数の作品も展示されています。

2018 年から市教育委員会とものつくり大学（埼玉県行田市）は、建造物や関連資料などの調査を

進め、高い技術を誇る職人集団が建築や作庭に関わったことや、石蔵の大谷石や木材などをはじめ高

品質の原材料が使われたことを確認しました。枯山水様式を生かした庭園や雑木林も四季を通じての

景観美が特徴で、地域の政治経済や文化振興に尽力してきた長島家の歴史を今に伝えるとともに、地

域を代表する文化財「名勝」にふさわしいと評価され、本年３月２９日に熊谷市の文化財に指定され

ました。フォーラムでは、調査報告「長島記念館の景観と文化史」をはじめ、長島記念財団の田沼利

将さんを交えた対談、ヴィオラ奏者の後藤典子さんによる J・S・バッハ「無伴奏チェロ組曲第 1 番

（ヴィオラ版）」の演奏会（写真）が行われました。（山下）

令和元年

（2019）
7 月 8 日

第 24 号
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市内遺跡発掘情報

上前原遺跡発掘調査「縄文時代の集落跡」
５月から６月にかけて、市内千代において、個人住宅建設

に伴う記録保存のため、上前原遺跡の発掘調査を実施しまし

た。今回の調査では、竪穴建物跡や屋外に作られた炉・埋甕・

溝跡などが確認されました。竪穴建物跡は、大部分が木の根

による攪乱を受けていましたが、土器や石器などが多数出土

し、炉の一部と考えられる石も確認されました。埋甕は土器

が逆さまで出土し、乳幼児の埋葬施設か出産時の胎盤を埋納

した胞衣壺（えなつぼ）と考えられます。いずれの時期も縄

文時代中期後半～後期初頭と考えられます。これらは、この

地域の当時の生活の一部が垣間見える貴重な資料です。（大野） 【埋甕出土状況】

三ヶ尻古墳群第５号墳の発掘調査
令和元年となった５月から、共同住宅建設に伴い、三ヶ尻地内で

現存する三ヶ尻古墳群第５号墳の発掘調査を実施しました。今回の

調査は墳丘の一部を切り崩すもので、推定石室部分は、今後も保存

される予定です。墳丘の周辺は樹木に覆われており、当初かなり壊

されていると推測していましたが、結果として墳丘の東テラス部分

には横７ｍ×縦３ｍの範囲で辛うじて葺石が残存していました。周

囲には周溝が廻り、石室は南側に開口するものと推測できます。古

墳は検出された円筒埴輪から６世紀後半～７世紀初頭の古墳時代後

期のものと考えられます。

三ヶ尻古墳群は現在６０基程度が確認されていますが、かつては１

００基程度が築造されていたと考えられています。のちに削平や消滅

によって減少していった古墳があることから、後世にこれら文化財を

残していくためにも、今後は開発行為と文化財保存との兼ね合いを改

めて考えていかなければならないと考えます。（腰塚）

【写真上：葺石の出土状況 写真下：発掘調査作業風景】

連載 くまがやの古墳群

⑱ 道ヶ谷戸古墳群 －水田下に眠っていた古墳群－
ど う が や と

道ヶ谷戸古墳群は、妻沼地域道ヶ谷戸地区の福川左岸、妻

沼低地の自然堤防上に所在する古墳時代後期に造られた古墳

群です。

妻沼西南地区ほ場整備事業（農地の土地区画整理）に伴う

発掘調査により、１基の古墳の存在が確認されています。し

かし、その実態は、トレンチ調査により古墳の墳丘の周囲を

廻っていた周溝の一部が確認され、円筒埴輪の破片が数点出

土しているだけです。その埴輪から、おおよそ６世紀後半に

築造されたと考えられます。

この時期の古墳は、大抵群をなして形成されていると考え

られることから、他にも古墳の存在が予想されます。古墳が

発見された箇所から北へ約１００ｍの路肩には、古墳の石室

石材の可能性が考えられる角閃石安山岩等の加工石がまとめ

て寄せられており、他の古墳の存在が想起できます。また、

この地区は、古代の土地区画整理である「道ヶ谷戸条里」が

施工された場所であることから、これにより、奈良時代には

既に古墳群が破壊されている可能性も考えられます。（吉野）

【写真上：現在は水田が広がる道ヶ谷戸古墳群】

【写真下：石室の石材と考えられる路肩の石】
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文化財センター通信

◇クールシェアくまがやキックオフイベント「涼熊祭」
６月２日（日）、熊谷青年会議所主催の「涼熊祭」が熊谷市中

央公園で行われました。江南文化財センターでは、「体験／販売

エリア」において、市内に所在する遺跡から出土した土器など

遺物の展示や火おこし体験を行ったところ、１７０人を超える

大勢の方々にご来場いただきました。特に火おこし体験は、行

列ができるほど子供たちに好評で、みなさん熱心に体験してい

たのが印象的でした。（松田） 【写真：火おこし体験の様子】

◇愛染堂での文化遺産フォーラム
6 月 8 日（土）、熊谷市下川上の愛染堂で新たに熊谷市の文化財に

指定された「藍染絵馬・奉納額（尾高惇忠筆）」を一般公開する文化遺

産フォーラムを開催しました。愛染堂では尾高惇忠が揮毫した奉納額

を中央に据え配置し、会冒頭の指定書の交付後、講演「愛染堂と絹産

業遺産群―尾高惇忠筆の奉納額から捉える地域の文化―」、一箏会（会

主・奥崎一枝）による箏曲演奏（写真）を行いました。フォーラムに

は約 100 人が来場されました。（山下）

◇日本酒「二上 晴湖」の完成
日本を代表する女性南画家・奥原晴湖の歴史と偉業を伝える「晴湖の道保

存会」が、日本酒「二上 晴湖」の記念発売を開始しました。

奥原晴湖は熊谷市上川上地区で晩年を暮らし、今年開催されるラグビーワ

ールドカップ 2019TM の試合会場となる熊谷ラグビー場に近接する場所に

画室を構えていました。同会は、2018 年に龍淵寺で晴湖及び門下生の展覧

会・講演会を開催したことを契機に、「晴湖」の名を冠した日本酒販売を企画

し、この度実現しました。ラベルの揮毫は晴湖の直筆を用いて、江南文化財

センターが協力、デザインを担当しました。（山下）

◇群馬テレビ「ぐんま！トリビア図鑑」で妻沼小島を紹介
群馬テレビの地域情報番組「ぐんま！トリビア図鑑」に熊谷市妻沼小島

地区が取り上げられました。群馬県と埼玉県の県境ともいえる利根川です

が、「飛び地」をテーマに、利根川の北側にある埼玉県と、南側にある群馬

県の地域がフォーカスされました。現在は休校中の小島小中学校などで撮

影があり、妻沼小島地区の歴史的経過、地域に根付いた文化や自然などが

紹介されました。（山下）

【文化財探訪 鶴卷・池上遺跡（池上地区ほ場整備事業地内遺跡発掘調査）】
平成３０年度から２か年にわたり、市内池上地区のほ場整備事業に伴い、鶴卷・池上遺跡の発掘調

査を実施しています。昨年度調査した鶴卷遺跡の主体的な時期は、古墳時代前期で概ね４世紀代と考

えられ、１か所の沼跡からは木製品（槽（そう）・弓・鋤（すき）等）の遺物が出土し、水辺の祭祀を

行った後に水中に投げ入れられた可能性が考えられます。また、周溝が全周する方形周溝墓が２基確

認され、周溝の隅からは古墳時代前期に帰属する甕が複数出土しました。そのうちの１点には外面に

煮炊きの使用痕、内部から炭化米が確認されました。また、付近の土坑からは田下駄も出土している

ことから、この周辺では稲作が行われていたものと

推定されます。

池上遺跡では、古墳時代後期を中心に古墳時代、

奈良・平安時代に帰属する遺構・遺物が確認されま

した。木製品が多数出土し、検出された掘立柱建物

跡の柱穴の底部からは、掘立柱の沈下防止のための

礎板が確認されています。また、弥生時代中期後半

の土器棺墓の壷がほぼ完形の状態で出土しており、

当時の墓制を知る上で大変貴重です。（腰塚）

【写真左：かざり弓 右：鶴巻遺跡出土状況】
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文化財コラム 「上中条出土巫女埴輪」の再発見
熊谷市の埴輪といえば切手に使われている「馬形埴輪」があります。

明治時代に上中条地内から出土し、市内の政治家・文化人として活躍

した冑山の根岸武香により蒐集保存され、現在は東京国立博物館に収

蔵されています。好古家としても知られた根岸は広く利用を図ったこ

とから様々の図書や展示会にも紹介されてきました。埴輪本体も優れ

た表現を評価され「国重要文化財」に指定されています。

実は、この埴輪発見地とされる古墳の形や規模など実態はほとんど

不明です。当時の記録では、いくつかの古墳の開墾の度に、人物や馬

形などの埴輪が掘り出されたようです。明治初年の埴輪発見に際して

は話題になり、見物に訪れた根岸の表現では掘り出された埴輪が「ひ

な人形が並ぶ」ように壮観だったと伝えています。この時の上中条発

見の埴輪は人物・馬形の１２体ほどのようですが、現在確認できるの

７体ほどと思われます。発見から約１５０年を経過し、当時を知る人

はなく、現地の風景も一変するなど環境の変化が大きな原因のひとつ

です。

そんな中、今春新たに「巫女埴輪」の発見がありました。所蔵者の方から由来をお聞きし現物の埴

輪を確認すると、上中条の人物埴輪に共通する表現が見られ、使われた粘土や焼き上がりも同様です。

この「巫女」はやや小ぶりですか、張りのあるの顔だち、シャープに開かれた杏仁形の目、薄く貼り

付けた眉、整った鼻筋に加えた鼻孔、浅く開いた唇、弧状の耳を持っており歳若い女性の趣がありま

す。そこから受ける印象により他の上中条の埴輪と同一の製作者と思えます。発見時期も他の埴輪と

同一時期と考えられることから、再発見として江南文化財センター内の展示にてお知らせしました。

なお、まだ知られていない人物埴輪や全く出土が確認されていない円筒埴輪など未だ地上や地下に

埋もれている資料の存在が想像されます。今回の再発見報告に続く新たな再発見を願うものです。

今回、情報を提供いただいた所蔵者の方には深く感謝するとともに、上中条古墳群や出土埴輪につい

て継続して調査・研究を進めたいと思います。上中条出土埴輪についてまとめた参考資料は【熊谷デ

ジタルミュージアム 読書室『上中条出土武人埴輪と巫女埴輪』】に掲載しています。(新井)

【マニアックな文化財メモ】「E・ヴァイニング氏の足跡」
昭和 24 年（1949）12 月 29 日、少年時代の上皇陛下の家庭教師を務めてい

たエリザベス・ヴァイニング氏が、熊谷市中西の歌人であり農家の棚澤慶治氏邸を

訪れています。これは日本の農家や習俗の状況を視察するためのもので、迎春に向

けての餅つき風景などを見学しました。この経験はヴァイニング氏の『皇太子の窓』

にも詳しく記されています。後に、ヴァイニング氏は棚澤氏に「with best wishes

and in memory to bright winter morning at the Tanazawa farm Elizabeth

Gray Vining」（晴れた冬の朝の棚澤家の思い出に）という筆記録を残し、この刻

印と、棚澤氏が詠んだ「わが家に今年収穫れたる胡麻もちて帰国直前の夫人訪ひゆく」などの短歌を刻ん

だ歌碑（写真）が昭和 42 年（1967）に棚澤邸の庭に建立されました。本年は「平成」から「令和」へ

の改元年であるとともに、ヴァイニング氏が熊谷を訪れて 70 年目に当たります。（山下）

編集後記
令和元年（2019）の百年前である大正８年（1919）、熊谷で

は熊谷中学（現熊谷高校）の美術教師、大久保喜一氏を中心に埼

玉県初の洋画団体である坂東洋画会が発足し、同年 5 月には日本

聖公会熊谷聖パウロ教会に煉瓦造りの礼拝堂が完成しています。

また、同年 9 月には戦後を代表する俳人で、昨年亡くなられた熊

谷市名誉市民の金子兜太氏が誕生しています。熊谷での 100 年

という時間の流れに想いを寄せながら、郷土の歴史や芸術文化を

再認識してみてはいかがでしょうか。新たな元号「令和」の時代

も「BUNKAZAI 情報」を宜しくお願いいたします。（山下）

発行：令和元年７月８日（2019/07/08）

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地

電話：048-536-5062 FAX：048-536-4575 メール：c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm
ブログ「熊谷市文化財日記」、熊谷観光・文化財ナビゲーションアプリ「くまここ」更新中
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発行：熊谷市立江南文化財センター

TOPICS

ラグビーワールドカップ 2019TM での文化財 PR イベント
ラグビーワールドカップ 2019TM の熊谷ラグビー場で

の開催にあたり、本市の文化財ＰＲをおもてなしエリア（く

まがやドーム）で実施しました。会場となった熊谷スポー

ツ・文化公園は北島遺跡という、縄文時代から近世に至る

複合遺跡で、過去３０年以上にわたって発掘調査を実施し

ています。近年では熊谷ラグビー場整備に伴い平安時代の

集落跡や道路跡、円形区画墓などが確認される成果があが

っています。

会場では、この北島遺跡のほか、妻沼の国宝「歓喜院聖

天堂」のパネル展示や周辺の文化財を散策できるマップの

配布などをおこないました。

また、映像展示として、熊谷市の文化財、北島遺跡の発掘成果、毎年開催している地域伝統芸能今

昔物語の映像を放映しました。

会場の下には遺跡が広がっており、古墳があったり、人々が生活していた住居があったことを伝え

ると、来客者の多くが、驚いて興味を抱いてくれました。

外国からの来客者も多く来ていただき、特に映像展示で聖天堂が流れると「beautiful」との発言を

多数いただきました。今回の PR で会場を訪れた多くの方々に、熊谷の魅力を知っていただけたので

はないでしょうか。なお、この映像は YouTube にて公開予定です。（腰塚）

ロシア対サモア戦を記念してのロシア文学講座とお茶会
熊谷ラグビー場でのロシア対サモア戦当日の９月２４日、熊谷市名勝

「星溪園」で、ロシアの文学を代表する文学者で思想家のフョードル・

ドストエフスキー（1821-1881）に着目した講演会と、記念茶会を開

催しました。会場では、本年生誕１００周年を迎えたロシア人画家のボ

リス・ヤコブレヴィッチ・リアウゾフ（1919-1994）がドストエフス

キー作品の登場人物を題材に描いた油彩画を本邦初公開しました。

お茶会ではラグビーボールを象った練り菓子が出されるなど、ラグビ

ーワールドカップの雰囲気を盛り上げていました。熊谷でのラグビー観

戦に訪れたフランス人もお茶会に参加し、抹茶とお菓子を堪能されていました。（山下）

「熊谷染」・「熊谷型紙」フォーラム in 星溪園
熊谷ラグビー場でのラグビーワールドカップ 2019ＴＭアルゼンチ

ン対アメリカ戦当日の１０月９日、熊谷市名勝「星溪園」で、「熊谷染」・

「熊谷型紙」をテーマにしたフォーラムを開催しました。フォーラム

では、「熊谷染型紙」の文様を生かした星川を彩る「ウエルカムイルミ

ネーション」のデザインを担当した熊谷明美さんを迎えて、熊谷版イ

ンスタレーション（空間芸術）と文化財としての「熊谷型紙」をテー

マに対談がありました。

フォーラムは、ラグビー観戦に熊谷へ訪れたアメリカ人とアルゼン

チン人観光客も参加し、約 20 名が熊谷染型紙のデザインについてそ

の良さや美を共有する機会となりました。また、会場では熊谷さんが制作した着物、アートディレク

ションを行った熊谷型紙絵柄の商品や手拭い、熊谷染スカーフなどが展示されました。フォーラムの

終了後には、熊谷で対戦するアルゼンチン代表にちなみアルゼンチン産の希少コーヒー豆のコーヒー

試飲会が行われました。（山下）

令和元年

（2019）
11 月 1 日

第 25 号
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市内遺跡発掘情報

前中西遺跡発掘調査―上之地区の地質と昔の地震―
４・５月に実施した前中西遺跡の発掘調査では、古墳時代後期と

奈良・平安時代の集落を確認しました。衣川沿い右岸が調査地点で

したが、遺構がみられる土層（確認面）は砂礫がベースであり、一

方、対岸である衣川左岸は確認面が粘土質の土層であることから、

地層の違いが鮮明でした。上之地区は地理的な視点でみると、荒川

により形成された扇状地に立地しています。扇状地は河川による運

搬・堆積作用により泥（粘土）と砂礫の地層が交互に堆積しており、

その境目が表れたことになります。また、衣川左岸は弥生時代の遺

構が密集していますが、今回の調査地点である右岸では弥生時代の

遺構は確認できませんでした。このように、時代によって土地利用

の違いがあることは興味深いところです。なお、今回は噴砂現象の

痕跡も確認されました。噴砂とは、地震による地割れから、液状化

現象による大量の砂を含む水が吹き上がることです。噴砂の痕跡（右

下写真）からは、地割れの発生するような大地震が過去にあったこ

とが分かります。（蔵持）

池上遺跡発掘調査―地下水の豊富な遺跡―
池上地区では昨年度に引き続き、ほ場整備事業に伴う発掘調査を実

施しています。調査開始間もないため、まだ全容が明らかではありま

せんが、現在までに複数の土坑、ピットが確認され、遺物も数点検出

されていますが、時期は不明です。

また、調査箇所付近は地形の起伏があり、地形の落ち込みが複数検

出され、河川跡か沼地が広がっていたものと推定できます。また、土

層観察から近年まで調査箇所付近はヨシなどの茂る湿地帯であったこ

とを裏付ける堆積も確認できます。周辺には、地元で呼称されている

「ユガマ」や「イズミ」の名称を持つ場所が存在することから、池上

の地名のとおり、地下水の豊富な自然豊かな地区だったものと思われ

ます。最近の台風の影響もあり、調査開始から湧水による作業の遅延に悩まされていますが、無事に

調査を終了し、改めて皆さんにその成果を報告できればと考えています。（腰塚）

連載 くまがやの古墳群

⑲ 王子古墳群 －かつて１基の古墳の存在が知られた古墳群－
お う じ

王子古墳群は、妻沼地域弥藤吾地区の福川左岸、妻沼低地の自然堤防上に所在する古墳時代後期に

造られたと推定される古墳群です。唯一存在が確認された王子古墳は、宅地造成のための土取りに伴

う発掘調査が昭和４３年（１９６８）に実施され、現在は消滅しています。

王子古墳は直径約２８．５ｍの円墳で、調査当時、埋葬施設である石室は既に破壊を受けており、

出土遺物も確認されていません。したがって、具体的な時期は特定できません。しかし、角閃石安山

岩が出土していることから、これを石室の構築材とした横穴式石室を持つ古墳であると推定されます。

この時期の古墳は、大抵群をなして形成されていると考えられることから周辺にも古墳の存在が予

想されますが、現在宅

地などが多くを占め、

他の古墳の存在が分か

らない状況です。この

地は利根川の乱流地帯

であることから、多く

の古墳は、恐らく洪水

により消滅したものと

推定されます。（吉野）

調査当時の王子古墳（北から） 【『妻沼町誌』1977 妻沼町役場発行から引用】

噴砂→
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文化財センター通信

◇ニュージーランド・インバーカーギル市民訪問団
9 月 23 日、国宝「歓喜院聖天堂」で、ニュージーランド・インバー

カーギル市民訪問団をお迎えしました。彫刻の見学のほか、御祈祷も行

われました。ラグビーワールドカップの熊谷での試合開催に合わせての

来訪で、市民訪問団は市長表敬訪問や歓迎会に参加したほか、翌日以降、

ラグビー観戦や市内外での日本文化を体験するなど、楽しく時間を過ご

されました。（山下）

◇映画「一粒の麦 荻野吟子の生涯」上映会
9 月 1 日、妻沼中央公民館ホールで映画『一粒の麦 荻野吟子の生涯』

先行上映会が開催されました。荻野吟子の母・かよ役の磯村みどりさん

や荻野吟子の姉・野口友子役の斉藤とも子さんら豪華な女優陣をはじめ

山田火砂子監督の舞台挨拶が会場を盛り上げました。午前、午後の上演

はともにほぼ満席となる多くの来場者がありました。

映画については、『一粒の麦 荻野吟子の生涯』公式サイト（現代ぷろ

だくしょん：http://www.gendaipro.jp/ginko/）をご参照ください。

熊谷では 10 月 26 日からシネティアラ 21 で公開しています。（山下）

◇講座「碧梧桐と熊谷の文化史」
9 月 23 日、熊谷市名勝「星溪園」の積翠閣において、俳壇史を学び

楽しむ in 星溪園 熊谷青年会議所クールシェア版街なかゼミナール

「碧梧桐と熊谷の文化史―現代俳句の系譜と民芸店「工藝」の文化振興

―」が開催されました。会場では河東碧梧桐が揮毫した短冊を含む屏風

を特別公開しました。屏風を前に、碧梧桐の俳句論などについて講演し

ました。また、屏風をかつて所有していた熊谷市本町の民芸品店「工藝」

に着目し、熊谷の文化史とともに紹介しました。（山下）

◇本年度の埋蔵文化財整理調査について
本年度の埋蔵文化財整理調査は、以下５つの遺跡等について実施しています。

注目すべき成果としては、１は中世の埋蔵銭、２は古墳時代前期の方形周溝墓群、３は古墳時代中･

後期の集落、４は古墳時代後期の横穴式石室を持つ円墳、５は古墳時代前期から平安時代までの集落

などが挙げられます。現在、年度末の報告書刊行に向け、奮闘中です（松田）。

【文化財探訪 わが街熊谷遺跡巡り 中西遺跡】
現在、江南文化財センターでは、「中西遺跡 縄文時代後・晩期

遺物包含層編」と題し、出土遺物の展示・公開を行っています。

中西遺跡の発掘調査は、上之土地区画整理事業に伴い、平成 21

～23 年度の計３か年で行われました。調査の結果、縄文時代か

ら弥生時代、古墳時代、奈良・平安時代までの遺構・遺物がたく

さん見つかりました。特に縄文時代は、遺物包含層（土器や石器

などの遺物が遺構に伴わずに出土する土層）と呼ばれる層から縄

文時代後･晩期（約 3,500～2,800 年前）の遺物が大量に出土しました。

中西遺跡は、市内東部では本遺跡東約１㎞に所在する諏訪木遺跡とともに最古段階に相当する遺跡

です。今回の展示では、その膨大な数のうち、ごく一部ではありますが、縄文土器や石器などを展示・

公開しています。みなさま、ぜひ縄文人たちの息吹を体感してみてください。（松田）

№ 遺 跡 名 所在地 発掘年度 調査原因 主な時代･時期

1 諏訪木（すわのき）遺跡

上之古墳群第３･４号墳

上之 平成 20･25 年度 土地区画整理 古墳前･後、奈良･平安、中･近世

2 諏訪木遺跡 上之 平成 28･29 年度 道路改良 弥生中･後、古墳前、中･近世

3 肥塚古墳群･肥塚館跡 肥塚 平成 30 年度 住宅建設 古墳中･後

4 三ヶ尻古墳群稲荷塚古墳 三ヶ尻 平成 30 年度 住宅建設 古墳後

5 緑川遺跡 妻沼 平成 30 年度 住宅建設 古墳前･中･後、奈良･平安
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文化財コラム 空から見た遺跡―立野古墳群の距離感
立野古墳群は板井字立野に所在する小規模な古墳群で、出雲乃伊波比（いずものいわい）神社の西方に

分布しています。平成 14（2002）年度の発掘では横穴式石室を持つ円墳や多角形墳(八角形の可能性)

から須恵器や鉄製武器・馬具などが出土してい

ます。７世紀後半代から築造され八世紀前半ま

で祭祀が続けられていました。

古墳群を上空から見た平面図を見ると 12号

墳(直径 26m)と 13 号墳(直径 19m)は石室を

同位置とし、古墳を取り巻く周溝は部分的に途

切れ 13 号墳が 12 号墳の周溝を共有していま

す。この周溝形態は構築順を反映し 12 号墳が

先に 13 号墳が後になります。他の古墳間が広

くとられる中、石室の位置を同じくし寄り添う

ような墳丘は、両古墳の被葬者が近親者であっ

た可能性があります。

12 号墳は男性的な遺物(金銅製馬具)を出し、

13 号墳は遺物が少ないため性差を見ることは

難しいものの、17 号墳・14 号墳出土の「紡

錘車(撚糸を作る道具の一部)」は、女性的な遺

物と理解されます。横穴式石室は追葬可能な家

族墓とされますが、古墳時代も終末に近い立野

古墳群では追葬の可能性は薄く、男女間の格差

の少ない個人墓の様相があります。古墳間の距

離は夫婦や親子など親族間の距離を反映する

かのようです。同じ頃に作られた国史や万葉集、

風土記などの記録には、連理の枝(樹木の枝な

どが絡み合い一本になったもの)、比翼の鳥(雌

雄同体の鳥)などの男女間や夫婦間の絆の深さ

を示す記事がよく見受けられます。古代人の思

いの一端が古墳の距離に表れていると考える

こともできるのではないでしょうか。(新井)

【マニアックな文化財メモ】金子兜太と美術史―兜太文学と美術史の系譜―

7 月 21 日、熊谷市名勝「星溪園」の積翠閣にて、昨年没した俳人・金子兜太氏

の生誕 100 周年を記念し、金子兜太氏の俳句文学と日本美術史の関わりを学ぶ講

座「金子兜太と美術史―兜太文学と美術史の系譜をめぐってー」が開催されました。

これは、熊谷青年会議所クールシェア版街なかゼミナールの一環として開催され、

約 20 名が受講されました。また会場では、初公開となった金子兜太氏の揮毫額「記

憶の町ちかし夕霧の猫も」のほか、熊谷を詠んだ俳句の扇子、金子兜太氏の俳句に

ついてのガイドブック『青鮫は来ているのか』などを展示しました。（山下）

編集後記
「BUNKAZAI 情報」は、今回で第 25 号を迎えました。これ

からも熊谷市の文化財保護事業を分かりやすく皆様にお伝えする

媒体としてご活用いただければ幸いです。

熊谷市はラグビーワールドカップ 2019ＴＭの開催地都市とし

て、国内外から多くの人々が訪れました。試合観戦と合わせて、

熊谷の文化や歴史を発信する機会を提供することができました。

文化財を通じた魅力発信やまちづくりなど、分野や領域を超えた

「ワンチーム」として連携を進めていきたいと考えています。

皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。（山下）

発行：令和元年１１月１日（2019/11/01）

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地

電話：048-536-5062 FAX：048-536-4575 メール：c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm

立野古墳群 平面図
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発行：熊谷市立江南文化財センター

TOPICS

映像作品「しょうでんさま」公開事業
２０２０年２月２日、埼玉県川口市の彩の国ビジュアルプ

ラザで、熊谷市妻沼の国宝「歓喜院聖天堂」の映像作品「し

ょうでんさま 国宝 歓喜院聖天堂」の完成上映会が開催され、

約３００人が参加しました。

この作品は埼玉県と株式会社デジタルＳＫＩＰステーショ

ンが実施している映像コンテンツ事業として、昨年９月から

１２月まで聖天堂や地域の史跡などを撮影。委託先の株式会

社ソニーＰＣＬが制作し、１月に完成したものです。

作品は約４０分の内容で極彩色彫刻が数多く紹介されている

ほか、２０１２年に国宝指定された聖天堂の特色、約７年を

要した「平成の大修理」などを解説しています。ドローンを

使用し国宝建造物を上空から撮影した動画や、高所クレーン

を使用し彫刻に近接した位置からの撮影など多種多様な内容

となっています。

完成上映会では、映像公開の後、国宝指定に向けての調査

研究に関わった熊谷市教育委員会担当者が「歓喜院聖天堂の

美と信仰」と題して講演し（右上写真）、 聖天堂の彩色復元

を担当した株式会社小西美術工藝社のデービッド・アトキン

ソン社長と文化遺産の保護と公開活用をテーマに対談しまし

た（右下写真）。文化財の枠を超えた経済やビジネス、国の成

長戦略や地方創生にまで話題が及び大変有意義な情報発信と

なりました。

これに加えて、2 月 22 日、熊谷市商工会館大ホールにお

いて、熊谷における映像作品完成を記念してのフォーラムが

開催され、約 70 名が参加しました。野原晃教育長の主催者挨拶、映像監督：稲葉正広（株式会社 SONY

PCL ポストプロダクションコーディネーター）の趣旨説明を冒頭に、映像作品が熊谷で初公開されま

した。鑑賞後、講演「妻沼聖天山本殿『歓喜院聖天堂』の技と美―国宝指定への道―」、トークセッシ

ョン「妻沼聖天山の文化遺産の保存と記録化」と題して、妻沼聖天山歓喜院・鈴木英全 院主と稲葉監

督によるトークセッションが行われました。なお、完成作品は彩の国ビジュアルプラザ（川口市）で

公開される予定です。（山下）

國學院大學博物館

企画展「古物（たから）を守り伝えた人々－好古家たち‐」
江戸時代中頃から明治時代に古器物に関心を持つ「好古家」と呼ばれ

る人々が各地に現れています。彼らは出土品や伝来の器物・古文書等を

蒐集し考察するなどの文化活動を行い、蒐集品の多くは貴重な文化財と

して後世に伝えられています。今春、國學院大學で開催された企画展で

は、好古家の一人として本市冑山出身で、好古家の典型とされる「根岸

武香」が紹介されました。武香は吉見百穴の発掘を行い、本市上中条地

内発見の埴輪や平安時代から戦国時代までの古文書などを蒐集保存しま

した。武香の没後、資料の大半は国立博物館と国会図書館に寄贈され公

開されています。本展は武香の文化財保護への功績と好古家たちとの交

流も知ることができる展示でした。（新井）

令和 2 年
（2020）
3 月 25 日

第 26 号
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市内遺跡発掘情報

前中西遺跡発掘調査について
今年度の上之地区の発掘調査は、計５地点を通年で断続的に実施

しました。今回紹介する第２次調査では、弥生時代中期後半、古墳

時代前期、奈良・平安時代の集落が確認されました。特に、古墳時

代前期の集落では火事により焼失した竪穴建物跡（右上写真）が確

認され、ここは全長 20ｍを超える前方後方形周溝墓が確認された

場所から約 250ｍの近接地であり、共通する遺物が出土しているこ

とから、この周溝墓の被葬者に関連する集落と考えられる発見でし

た。また、奈良・平安時代では、２×２間の総柱形式の頑丈な造り

の倉庫が確認され、４つの柱穴には柱の基部が遺存して出土しまし

た（右下写真）。この建物は、当時の律令制に関わるものかもしれま

せん。

そのほかの調査としては、第１次調査は前号のとおりですが、第

３次調査は弥生時代中期後半以降の墓域、第４次調査は古墳時代前

期から奈良時代までの集落、第５次調査は弥生時代中期後半以降の

集落と墓域を確認するなど、大きな成果がありました。（蔵持）

池上遺跡発掘調査について
平成３０年度から引き続き、市内池上地区のほ場整備事業の一環

として池上遺跡の発掘調査を実施していますが、今年度の調査では、

奈良・平安時代を中心に弥生時代～奈良・平安時代に帰属する遺構・

遺物が確認されました。

遺構は、溝跡を中心に掘立柱建物跡、方形周溝墓、河川跡、土坑

などが確認されています。特に方形周溝墓、河川跡や掘立柱建物跡

については、国道１７号バイパスの発掘調査（小敷田遺跡）成果と

の関連において注視されるものと考えられます。中でも、方形周溝

墓（右上写真）については、これまで小敷田遺跡の方形周溝墓は関

東最古級とされてきましたが、今回のものはこれよりさらに古く、

弥生時代中期中葉の東日本最古級のものと考えられます。

また、河川跡からは奈良・平安時代（８世紀後半～９世紀前半）の土器が多

量に出土し、そのうち数点の須恵器坏の底部（右下写真）には「官」または「宮」、

「□刀自」、「豊」と墨書された土器が確認され、近隣に官衙（役所）的施設の

存在が想起されます。さらに、この河川跡に隣接して湧泉の痕跡が確認できる

方形の土坑からは、墨書土器、滑石製臼玉、桃の種子などが出土し、これらは

湧泉祭祀に関わるものと考えられます。（腰塚）

連載 くまがやの古墳群

⑳ 乙鵜森古墳群－工場建設とほ場整備により発見された古墳－
おつ う の も り

乙鵜森古墳群は、妻沼地域西城(にしじょう)の福川右岸、妻沼低地の自

然堤防上に所在する古墳時代後期に造られたと推定される古墳群です。

乙鵜森地区における調査では古墳１基が発見されましたが、かつては墳

丘が残る古墳２基の存在が知られていました。調査された古墳は、墳丘径

１６．５ｍの円墳で、周溝のみ確認され円筒埴輪が多量に出土しています。

また、東に隣接する長安寺地区における調査では、古墳が１基発見されています。

古墳は、周溝の一部が確認され、径約２０ｍの円墳と推定されます。周溝からは埴

輪の小破片が集中して出土しています。なお、この古墳の北方２５ｍ付近では、円

筒埴輪等が集中して廃棄された箇所が確認され、これは周辺に古墳群が所在してい

た傍証と考えられます。

本古墳群は、東西に約４００ｍの広がりを持ち、かつて多くの古墳が存在してい

たと考えられますが、河川の氾濫等による消滅が主な原因で、他の多くの古墳の存

在は不明の状況です。（吉野）

右上写真：長安寺地区で発見された古墳（周溝の一部）

右下写真：長安寺地区・埴輪集中出土箇所の円筒埴輪」
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文化財センター通信

◇「トンボ玉づくり」体験
今年度から古代体験事業に「トンボ玉づ

くり」が加わりました。トンボ玉は古代の

装飾品の一つで、ガラスでできています。

その歴史は古く、弥生時代の遺跡からも出

土しています。当センターでは、外部講師

をお招きして、夏休みに小学生向けを、11 月から２月にかけて各月１回大人向けの講座を開講しま

した。ガラス玉の制作は、まずガラス棒をバーナーで溶かしてステンレス棒に巻き付け、炙りながら

形を整えて模様をつけ、灰の中で冷ましたら完成です。水飴のように軟らかいガラスの扱いに苦戦し

ながらも、できあがった作品の美しさに、皆さん大満足の様子でした。（星）

◇社寺建造物保存の研修会開催
２０２０年２月１３日・１４日、妻沼聖天山を会場に、

一般社団法人社寺建造物保存技術協会主催、熊谷市教育委

員会協力の研修会が開催されました。これは、実務経験１

０年以上で国内の文化財保存修理事業を担当する技術者を

対象に行われ、１５名が参加しました。国宝「歓喜院聖天

堂」保存修理事業及び国内の彩色修理を主題として、「平成

の大修理」の保存修理の際に使用された「剥落止め」技法

などの特殊技術が研修の主な内容となりました。

具体的には、公益財団法人文化財建造物保存技術協会の

内海勝博氏、選定保存技術「建造物彩色」保持者の馬場良

治氏による講座、実技演習として当時の彩色責任者であっ

た株式会社小西美術工藝社の横田敏行氏の彩色保存に関する解説がありました。同協会の代表理事で

川面美術研究所の荒木かおり氏が参加し各場面で助言を行ったほか、研修にはＮＨＫがドキュメンタ

リー番組「プロフェッショナル」の撮影で参加するなど、各分野からも関心を集める情報共有の場に

なりました。熊谷の国宝文化財をテーマにその保存修理事業が国内各地でも活用できる可能性を改め

て考える機会となりました。（山下）

◇「村岡の渡し船」実測調査
熊谷市立吉岡小学校に保管庫がある市指定有形民俗文化財「村岡の

渡し船」の実測調査を実施しました。村岡の渡し船は、江戸時代から

明治時代にかけて、熊谷宿と村岡村（現熊谷市）を結んだ渡し場の船

です。明治 42 年（1909）に荒川大橋が完成したため、渡船は廃止

されましたが、吉岡小学校の保管庫に馬船（馬を運ぶ船）の 1 艘と、

歩行船（人を運ぶ船）の 2 艘が保管され、荒川の交通の歴史を知る上

で重要な資料となっています。（山下）

【文化財探訪 わが街熊谷遺跡巡り 中条中島遺跡】
現在、江南文化財センターでは、中条中島遺跡の製鉄遺構をテー

マとした、出土遺物の展示・公開を行っています。

２０１７年４月・５月の発掘調査により、竪穴住居跡５軒と大量

の遺物が出土しました。土器は、古墳時代前期に相当する「五領式」

とされる土器形式です。主に東海地方西部(三河地方)に出土する「Ｓ

字口縁台付甕」や、東海地方東部(沼津地方)に出土する大型の「二

重口縁壺」、近畿地方に多く出土する「小型器台」などの各地の影響

を受けた土器があり、古墳時代前期(３世紀後半～４世紀末)の活発

な地域間交流を反映しています。また、竪穴遺構からは鉄器生産を示す炉跡、送風管に使われた羽口

破片鉄滓、砥石などの遺構・遺物が揃って出土したことが注目されます。古墳時代前期の鉄器製作遺

構は、成沢の行人塚遺跡に次いで市内では２例目の発見です。妻沼低地の開発が本格的に始まったと

考えられるこの時期の集落は、中条古墳群出現の基となり、後の「さきたま王権」(さきたま古墳群)

の成立基盤を造った先進的な集落の一つと考えられます。今回、整理途上ですが土器や鉄器製造に関

する資料の主なもの展示しています。（新井）
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文化財コラム 中条古墳群の人物埴輪再発見
明治時代初頭に市内中条古墳群から出土した「短甲武人」や「飾馬」の埴輪は、日本を代表する埴

輪として様々な機会に紹介され、教科書や切手に使われています。これらの埴輪に注目した人は上中

条の中村孫兵衛と冑山の根岸武香で、後に彼らの元から東京国立博物館の所蔵となります。出土地で

あった中条古墳群での発見埴輪数は先の２体を含め十数体ともいわれるものの実数は不明です。前回

のわが街遺跡巡り展では中条古墳群出土の人物埴輪の再発見を紹介しました。これは若い巫女の頭部

で所蔵者梅澤氏のご厚意によりしばらくの間、当センターに展示をしています。今後も、新たな埴輪

発見の機会は、保存されてきた個人所蔵品にあるのかもしれません。

今回紹介する資料は早稲田大学図書館の所蔵するスケッチ画で

すが、本図を早稲田図(写真１)と呼びます

が、同一埴輪を描いたと思われる図が根岸

武香の資料綴(土器諸図－写真２-国会図

書館所蔵冑山文庫)にあります。また、同

一の埴輪と思われる写真が、F・シーボル

ト『Japanese Archaeology』（1906）

に掲載されています。両図の差異は描かれ

た角度だけではなく早稲田図には埴輪の

出土地・出土日時と署名からなる註記があ

ります（別記）。別記にある柏木探古は本

名柏木貨一郎といい大工棟梁で、根岸武香

とは好古の友人で埴輪を譲られたものと

思われます。また、早稲田図により上中条

出土埴輪を追加確認できました。但し、埴

輪本体は未確認なので、どこかでこの図と

同じ埴輪(みずらを有し鉢巻か帽子を付けた男子－馬子か)が再発見されることを期待します。（新井）

【左写真：「冑山文庫」土器諸図に掲載 右写真：埴輪図（早稲田大学図書館蔵）】

※早稲田図の註記「武蔵国埼玉郡上中条村字沼窪土中所獲 明治９年１２月２日掘出 柏木探古蔵」

【マニアックな文化財メモ】

文化財解説板の設置にフランス人研修生が参加
熊谷市内の企業で研修しているフランス人のオスカー・ラヴィさんが、

熊谷市指定文化財の解説板の設置作業を体験しました。ラヴィさんはフ

ランス東部のアヌシー出身で、プロのフォトグラファーとして活動して

います。フランス政府のワーキングホリデーを利用し来日し、今年１月

から約１年間の研修を行っています。日本の歴史や文化財に興味がある

ラヴィさんの要望で、今回の業務に関わることになりました。作業では

梅岩院にある有形民俗文化財「石像十三仏」や天然記念物「くろがねも

ち」、名勝「長島記念館・邸宅」の市内３カ所に解説板を設置しました。ラヴィさんは解説板の原案に基づ

きレイアウトなども担当し、現場作業では支柱の掘削やコンクリートの注入に汗を流しました。（山下）

編集後記
新型コロナウイルスの感染拡大防止により国内における多くの

博物館・美術館が閉館し、企画展などの展覧会の多くが中止を余

儀なくされています。そうした状況の中で、芸術や文化に触れる

機会も減少しています。一方で、熊谷デジタルミュージアムでは

在宅でのパソコンやスマートフォンを通じて、文化財や歴史を含

む様々な内容を楽しむことができます。事態の終息を願いながら、

文化財を紹介する多様な情報や、絵画や伝統芸能などの動画は、

私たちの心の癒しとなる効果があると考えられます。積極的にご

活用いただけたら幸いです。（山下）

発行：令和２年３月２５日（2020/3/25）

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地

電話：048-536-5062 FAX：048-536-4575 メール：c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm
ブログ「熊谷市文化財日記」、熊谷観光・文化財ナビゲーションアプリ「くまここ」更新中
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発行：熊谷市立江南文化財センター

TOPICS

新型コロナウイルス対策と文化財
３月以降、日本国内における新型コロナウイルスの感染拡大

に伴い緊急事態宣言が出されるなど、国民生活における活動の

自粛など様々な影響がありました。自粛期間中、国内の博物館

や美術館も休館閉鎖となり、熊谷市においても図書館や文化施

設の利用休止が相次ぎました。名勝「星溪園」においても室内

利用の休止と受付中止を行うなど、当初予定していた行事の多

くが中止となりました。その後、埼玉県においては緊急事態措

置が解除されましたが、３密回避やソーシャルディスタンスの

維持など新たな生活様式を目指す「変化」の動きがあります。

そうした中、県内の博物館施設や文化施設の多くが再開し、

熊谷市内の各施設も感染症対策を行った上での利用を促すなど

「ウィズ・コロナ」としての文化芸術との関わり方について検

討と模索が続いています。室内利用を再開した星溪園において

は７月までのお茶会開催が中止となり、どのような方法での開

催が可能か議論を進めています。そして、秋以降の再開を目指

して主催者側と利用者側の共通理解に基づくコロナ対策の指針

を定め、その実施に向けて準備を行っている状況です。

星溪園の使用制限が続いていた６月、熊谷市の文化財保存修

理事業のＰＲ大使を務め、イタリア国立ピアチェンツァ音楽院に留学しているソプラノ・レッジェー

ロの声楽家・土田彩花さんが当園を訪れ、自身の安全、医療従事者やエッセンシャルワーカーへの感

謝の意を込めたメッセージ動画を撮影されました（右下写真）。今後、音楽院のサイトなどで世界に配

信されるとのことです。土田さんは「事態の収束とともに、そしてその後、音楽や文化財など文化芸

術を通じての人々に平和がもたらされるよう願っています」と話していました。

一方で、「関東一の祇園」と称され毎年７月２０～２２日に開催される八坂神社大祭「熊谷うちわ祭」

（熊谷市指定無形民俗文化財「熊谷八坂神社祭礼行事」）は諸行事を自粛し、神輿渡御や山車・屋台の

巡行などの諸行事は実施しない予定で、少数の関係者だけが参加する社殿での神事のみで行うことが

決まりました。規模縮小による祭礼の自粛は戦後初となります。コロナ感染拡大の影響で、1 年延期

の判断が下され、年番町の荒川区は来年引き続き祭礼の運営全般を担当します。市内の無形民俗文化

財行事も同様に、大半が中止または規模を神事のみに限るなど本年の開催は限定的なものとなってい

ます。再び祭礼と向き合える日々を願って止みません。（山下）

熊谷市指定無形民俗文化財「上川原神道香取流棒術」、「四方固め」コロナ禍予防祈願
令和２年４月１２日（日）午前１１時～正午、市内小島地区

上川原で伝承されている市指定無形民俗文化財「上川原神道香

取流棒術」が行われました。例年は春の祭典として地域祭礼と

して盛大に執り行われますが、本年は新型コロナウイルスの対

策として春の祭典は中止となり、その代替として、地域各所で

疾病除けを祈願する神事として「四方固め」の棒術披露が、上

川原集会所及び地域の東西南北に位置する街頭で開催されまし

た。なお、疾病除けとしての特別奉納の執行は記録上確認でき

ず、明治時代以降初めての開催と推定されます。当日の様子は

映像収録され、動画共有サイトの YouTube の江南文化財セン

ターページにおいて公開配信を始めました。どうぞ勇壮な棒術

をご覧ください。（山下）

令和 2 年
（2020）
7 月 1 日

第 27 号
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市内遺跡発掘情報

池上遺跡発掘調査の開始
国道１７号バイパスと国道１２５号が交わる池上（南）交差点の

東方で、６月から池上遺跡の発掘調査が始まりました。これは「道

の駅」整備に伴う発掘調査で、令和２年度から最大４年にわたる調

査を実施する計画です。今年度は道の駅の東と南を巡る道路部分の

調査が中心になり、その後、調節池や建物部分を調査する予定です。

池上遺跡は、これまで２度の発掘調査が行われていますが、国道

の交差点付近では、弥生時代中期の竪穴住居跡１１軒と、これを取

り囲むとみられる環濠が見つかり、多量の土器、炭化した米、土

偶形容器などが出土しました。また、平安時代の掘立柱建物跡５

棟と、「中」の文字が書かれた墨書土器も検出されています。ここ

から南東に約５００ｍ離れた地点では、弥生時代中期の方形周溝

墓や、古墳時代後期～奈良時代の祭祀的な要素が強い土器が多量

に投げ込まれた河川跡などが見つかっています。

今回の調査地点は、この２地点とは離れているため、遺構も遺

物も少ないですが、今後予定されている調査箇所では多数の遺構

や遺物が検出されることが期待されます。（山川守）

諏訪木遺跡出土遺物展
現在、江南文化財センターのロビーでは、９月末まで

の予定で諏訪木遺跡出土遺物展を開催しています。

諏訪木遺跡は熊谷市東部の上之地域に所在し、今回の

展示はこれまでの数度にわたる発掘調査で出土した遺物

のうち、中世の成田氏に関わるものを中心に展示してい

ます。

文献資料から、上之の一部となっている成田の地に成

田氏が陣を構えたのは１５世紀後半と考えられます。ま

た、この周辺のこれまでの調査では、饗宴などに用いた

であろう、かわらけや陶磁器類、土鍋、火鉢、銭貨など

が多量に検出されています。

出土したかわらけは２種類に分類でき、一方が山内上杉系、もう一方が古河公方系のかわらけです。

当時、古河公方と山内上杉氏は権力闘争でライバル関係にありましたが、時には和睦もしました。陣

跡からは古河公方系のかわらけが多量に出土していますが、一部には山内上杉系のかわらけも出土し

ていることから、この周辺で両軍和睦のための宴席を設けた際に使用したかわらけなのかもしれませ

ん。今回の展示は、こうしたもの以外にも複数の展示品がありますので、ぜひご来館ください。（腰塚）

連載 くまがやの古墳群

㉑ 西城切通古墳群 －ほ場整備事業により発見された古墳跡－
にしじょうきりとおし

西城切通古墳群は、妻沼地域西城の福川右岸、標高約２６ｍを測る妻沼低地の自然堤防上に所在す

る古墳群です。本古墳群は、西城切通遺跡の発掘調査により古墳跡１基が発見されましたが、かつて

はこの古墳以外にも多数存在し群を形成していたものと考えられます。また、前号の第２６号で紹介

しました乙鵜森（おつうのもり）古墳群の北に近接する位置にあり、地形的に見ても同じ環境に築造

されたものと考えることができます。

本古墳群は、乙鵜森古墳群と同様に、河川の氾濫等により

消滅し、多くの古墳の存在は不明の状況です。

さて、発見された古墳についてですが、残念ながら時期を

含めて実態は全く不明で、県内の発掘調査の概要について調

査年度ごとにをまとめた『埼玉県埋蔵文化財調査年報 昭和

６３年度』に記述があるだけと言ってもいい状況です。

なお、西城切通遺跡は、縄文時代後期後半の集落跡や遺物

包含層が確認された遺跡で、当該期の土器が多数出土したほ

か、土偶、土製耳飾、勾玉・石剣・石棒、石鏃(せきぞく)や

打製石斧などが出土しています。（吉野）
水田が広がる現況の風景（北に福川の土手が見える）
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文化財センター通信

◇熊谷市ホームページキッズページの文化財情報
市ホームページ内キッズページでは、熊谷の文化財について、お子様

向けにポイントを絞って紹介しています。ホームページのトップページ

下欄の関連情報のリンク集からキッズページを選択していただき、熊谷

たんけん＞文化財を見に行こう！でご覧いただけます。

身近な文化財を知るきっかけにしていただき、お友達やご家族と一緒

に、現地に足を運んで実物をご覧ください。

さあ皆さん、市内を探索し、身近な地域の遺産に触れてみませんか？

きっと熊谷の魅力を再発見できるはずです。（山川愛）

◇立正大学での文化財に関する講義の動画配信を開始
江南文化財センターでは、新型コロナウイルス感染拡大対策で公共施設

や大学機関などでの文化講座や講演会が中止となる中、過去に収録した文

化財に関する講座を動画共有サイトの YouTube で公開しています。この

取り組みが、埼玉新聞で取り上げられました（右写真）。その一例として、

本年１月に立正大学熊谷キャンパスで開催した官学連携の講座「熊谷市の

文化財保護と国際的動向」について YouTube での配信を始めました。講

座では、文化財の原初的な状態を意味する「オーセンティシティ」をテー

マとしています。国内の歴史的建造物などの文化財の多くは建立時から複

数回の保存修理を重ねていることから、オーセンティシティが確保されて

いないとして国際的に課題となっていました。この課題を乗り越えた上で、

熊谷市の国宝「歓喜院聖天堂」の平成の大修理がどのように進められたか

について説明しました。（山下）

◇BS 朝日「建物遺産」で熊谷の歴史的建造物を紹介
BS 朝日「建物遺産―歴史的文化財を訪ねて―」において市内の

歴史的建造物が紹介されました。本年４月から５月にかけて「熊谷

特集」として、国登録有形文化財「坂田医院旧診療所」、同じく「熊

谷聖パウロ教会」、妻沼聖天山の国宝「歓喜院聖天堂」及び重要文化

財「貴惣門」などの建造物群が取り上げられ、美しい映像と詳細な

解説とともに放映されました。「坂田医院旧診療所」では内部を一部

配置替えし、ギャラリー風の設えにしました（右写真、放映内容）。

建造物の記録保存作品として意義深いものとなりました。（山下）

【文化財探訪 平戸の大仏 （木彫大仏坐像）】
ひ ら と おおぼとけ

市内平戸に所在する源宗寺。本堂内部には、薬師如来と観音菩

薩の二体の木彫大仏坐像が鎮座し、古くから「平戸の大仏（おお

ぼとけ）」と呼ばれ地域の人々に親しまれてきました。二体の仏像

は、台座を含めると約４メートルに達し、木造の仏像では県内最

大規模を誇り、全国的にも希少なもので、市指定有形文化財彫刻

となっています（右写真）。

向かって右が薬師様。この仏様は、特に目の病気を治すといわ

れています。左が観音様。馬の病気を治すといわれています。当

時の馬は、今でいう鉄道や車の役割を果たし、人々の生活にとっ

て欠かせない動物でした。その馬に万一のことがあってはと、人々が仏様に馬の無事を祈っていたの

でしょう。

この二体の仏像の体内からは薬の秘伝書が発見され、それに従ってつくられた薬は「平戸の妙薬」

として有名になり、これを求めて訪れる人が絶えなかったといいます。

二体の仏像を安置する源宗寺の本堂は、建物全体が傾くなど老朽化が進み、今後、仏像の保存にも

支障が生じることが懸念されています。こうした事態に対応すべく、現在、熊谷市では「源宗寺本堂

保存修理事業」を進め、皆様からの寄付を募っています。今日まで護り継がれてきた平戸の大仏を、

後世に繋いでいくために、皆様のご理解とご協力を心よりお願いいたします。（山川愛）
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文化財コラム 肥塚古墳群と古塚石棺
こいづか ふるづか

市内肥塚「成就院」の周辺に存在した肥塚古墳群を『熊

谷町誌』(1929 年編さん)や最近の発掘調査内容から一

部復元しました。その特徴は、①河原石積石室、②角閃

石安山岩の加工石積石室、③凝灰岩の截石積石室の３種

類の石材を用いた横穴式石室があったことです。玄室平

面は弧状の形から「胴張型」と呼ぶ石室構造をしており、

古墳時代後期～終末期の築造と考えられます。

①の河原石は、人頭大の楕円礫が主で石室床に敷く小

礫と共に荒川採取と思われます。②の角閃石安山岩は、

群馬県榛名山二ッ岳の噴出溶岩が利根川水系に流れ下

ってきたもので利根川流路に面した妻沼低地近辺の古墳に使用例が多く、②の石材利用の古墳として

は肥塚古墳群は南限の使用例です。③の凝灰岩は、明治期に旧諏訪神社跡地から掘出された石棺材 1

点（棺身）と蓋石と伝わる石材 2 点で成就院境内に保存展示され、「古塚古墳石棺」と呼ばれる市指

定文化財になっています。

この灰白色の凝灰岩は、市南部の小江川から滑川町にかけて産出する凝灰岩を運んだと考えられま

す。凝灰岩は産出地近辺の石室には多用されますが、石棺への使用は珍しい例です。石棺は、灰白色

凝灰岩を刳り貫き、長さ約 2ｍ・幅 1.2ｍ・深さ 50ｃｍ程の棺身に、一方の平石を蓋にしたとされ

ていますが、少し疑問が残ります。

使用石材の差異はこれを調達した人々の生活圏や交易活動など様々な観点から考える余地があり

ます。その一端と再検討を要する石棺の観察報告は、続編として江南文化財センターのブログ「熊谷

市文化財日記」に掲載します。（新井）

【マニアックな文化財メモ】備前渠用水路の歴史
び ぜ ん きょよ う す い ろ

妻沼地域を流れる「備前堀」の愛称で親しまれる「備前渠用水路」は、慶長９年

（1604）に伊奈備前守忠次が江戸幕府の命により開削した、県内最古の大規模な

用水路です。市内八木田、備前渠用水沿いにある「備前堀再興記碑」には、備前渠

用水が、天明３年（1783）の浅間山の大噴火により、岩石や流木などで川底は平

均２ｍも上がったことから、度々洪水となり、妻沼地域では使用不能となったため、

これを幕府に願い出て再興したことが記されています。この碑は再興を記念して天

保 4 年（1833）に建立されました。吉田市右衛門宗敏が、備前渠用水の復興の

ために奔走し、金 200 両（現在の換算価値で約 1200 万円）を寄付しました。碑

文には宗敏への感謝の内容が江戸の名石工「窪世祥（くぼせしょう）」によって刻

まれています。宗敏は、代々下奈良村の名主をつとめた吉田家の３代目で、貧しい人々に育児費を支給し

たり、洪水による水害へ物資を援助するなどしました。その善行は、幕府や忍藩からもしばしば讃えられ、

近隣の村々などからも多くの尊敬を集めました。下奈良の集福寺には、吉田市右衛門の墓があり県指定旧

跡となっています。（山川愛）

編集後記
現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止とともに「ウィズ・

コロナ」「アフターコロナ」の中での新たな生活様式と向き合う必

要性が高まりを見せています。文化財保護の業務においても埋蔵

文化財の発掘調査現場における対策や、文化財の保存修理事業の

実施に際しての対応など、これまでとは異なる方法や指針に基づ

く行動が求められています。その一方で、熊谷デジタルミュージ

アムのようにインターネットやリモートで、文化財の知識を深め、

興味関心に応じる媒体の新たな意義や価値についても再認識して

います。今後とも文化財保護における新たな様式について考えな

がら、それぞれの取り組みを進めていきたいと思います。（山下）

発行：令和２年７月１日（2020/7/01）

熊谷市立江南文化財センター（熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係）

〒360-0107 熊谷市千代３２９番地

電話：048-536-5062 FAX：048-536-4575 メール：c-bunkazai@city.kumagaya.lg.jp

ＨＰ：「熊谷デジタルミュージアム」http://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/index.htm
ブログ「熊谷市文化財日記」、熊谷観光・文化財ナビゲーションアプリ「くまここ」更新中
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Kumagaya City KONAN Cultural Properties Center
329, Sendai, kumagaya, saitama, 360-0107 Japan http://www.kumagaya-bunkazai.jp/

Introduction
The Kumagaya City KONAN Cultural Properties Center has the basic concept of the

theme of "making, seeing and touching". We are collecting, storing, investigating and
researching "cultural assets" that have been passed down as cultural heritage in the city.
We are promoting the utilization of these cultural assets and promoting the disclosure of
many cultural resources.

The newly launched “BUNKAZAI Information” is an information magazine that
introduces such activities. The purpose is to convey the importance of protecting cultural
properties to many people through information magazines.

TOPICS
Municipal administration delivery course "touching real earthenware"

On October 16th, the staff member of the municipal Arakawa Children's Club held a
municipal administration delivery course "Pottery Stoneware Course". Eleven children
participated and experienced the history of Kumagaya.

In the course, we talked about the history of Kumagaya from the Paleolithic era to the
Heian era, showing the earthenware and stoneware excavated during excavation and
showing pictures.We are holding the course to learn about the ancient times of
Kumagaya by bringing genuine excavated items. If you are interested, please contact us.

Haiku poetry event at Seikeien-Introduction to haiku-
We held a total of six "Haiku Introductory Lectures" from October to November at the

city's designated cultural property, Scenic Garden (Kamakura
Town). Mr. Isayama, chairman of the Kumagaya Haiku
Federation, was instructor. Participants learned the basics of
haiku and had a good time, such as holding a haiku meeting. The
Seikeien was built at the end of the Edo period by the idea of Takei
Tanjyo, who made great achievements in the industrial field of
Kumagaya City. The strolling garden, the Tamanoike, and the
three restored Japanese-style buildings give visitors a quiet time.

City excavation information
Nishibeppu Sites "Ancient government office ruins found in Kumagaya"

Our research team excavated the ruins of the West Beppu area from May to June.
In this area, in addition to the Nishi-Beppu archaeological site, there is an important
archaeological site called the Nishi-Beppu archaeological complex, which consists of
the Nishi-Beppu Abandoned Temple and the Nishi-Beppu Shrine.

In this survey, we found a huge excavated pillar building and ancient building
traces from the Heian period (the latter half of the 9th century to the latter half of
the 10th century) in a space divided by a double ditch with an earthwork. On June
27, We held a reseach information session for local residents.

Mae-Nakanishi Sites “Discovered many pit dwellings from the Yayoi period”
The excavation survey is being carried out at the Maenakanishi site in the

Kamino district along with land readjustment projects. The research team
conducted an excavation.For the sites of the Yayoi period, the following points
have been found by previous surveys. The sites are bordered by the river
called Koromogawa that meanders in the center of the region, and there are
village traces such as pit dwellings on the north side, and graves such as a
square gutter tomb on the south side.
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Serials
Protection activity of buried cultural properties
Chapter 1 Prospecting survey and range confirmation survey

In Kumagaya City, there are more than 1,100 developments and
constructions a year. On the other hand, about 350 archaeological sites
(reserved cultural property enclaves) are confirmed in the city. If the planned
development site is a ruin, it is necessary to take measures to protect the buried
cultural property. First of all, the person in charge of starting construction is
required to submit a notification based on the Cultural Property Protection
Law. After that, we will confirm the development contents and carry out "trial
drilling" etc. to check the existence and depth of the ruins.

Reports
Special exhibition"My Town Kumagaya Site Tour"
Theme Exhibition-Maruyama Site and Maruyama Burial Mounds-

In the Minowa area of Kumagaya City, many archaeological sites were
distributed on the plateau overlooking Arakawa, but they have almost
disappeared by around 1985 due to soil collection and factory expansion. The ruins
in this Maruyama area have been excavated and investigated for ancient
dwellings, including tombs from the Yayoi period to the Kofun period. In order to
show these achievements, the Cultural Heritage Center holds a special exhibition
in the lobby of the museum.

Ancient human experience events
At the Cultral Properties Center, the annual summer vacation project "You are

also an ancient person" was held 12 times from late July to mid August. This event
provided an opportunity to think of ancient people, experience making magatama,
making fire, and touching earthenware and stoneware. Every event we held was full
and lively.

City designated cultural property confirmation survey
There are different types of cultural assets such as tangible cultural assets, intangible

cultural assets, folk cultural assets, and memorials. (In addition, cultural landscape,
traditional buildings, buried cultural properties, preservation technology). Of these cultural
properties, the government (Nation/prefecture/municipalities) has designated and selected
the most important ones, which are designated as protected cultural properties. Kumagaya
City has a total of 250 cultural properties after being merged twice. This is an extremely
large number even in Saitama prefecture. The person in charge is conducting a
confirmation survey to know about these cultural properties.

Cultural Properties Column
Encounter with ancient times 1 Glass beads in Ippongi Mae site

There was a burial facility for a rectangular grave in the early Kofun
period at the Ippongi Mae site in Higashi Beppu. Beautiful blue glass beads
were attached to the human bones that excavated from there. The column
describes the findings. Many buried cultural properties and artifacts have
been found in Kumagaya City. This series of columns will focus on the story
of underground cultural properties.
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We wish you a happy new year. 

TOPICS 
The traditional Folk-Performing Arts festival  

November 29, there was held the 2nd times of the traditional Folk-Performing Arts 
festival was held at the Konan cultural center. The event is composed by ８ groups 
(They are preserve and succeeded to the intangible folk-cultural properties in the city), 
and 6 groups(They are brushed up public entertainments in the city) .  

They were announcing wonderful of the Folk-Performing Arts to audiences. And, the 
panel exhibition of the intangible folk-cultural properties was held in the same place. 
The performances of the event were telecasted by the news of NHK. 
 

 
The special exhibition of the Suwanoki, Iizuka and Iizuka Minami saites 

The special exhibition of the Suwanoki sites has been held in the Cultural Properties Center now. 
The Suwanoki sites are overlapped many period of sites. It located in the end of Kumagaya alluvial 
fan. The main of this exhibition is the one that the preservation processing ended in the wood 
products that has been excavated voluminously.  
 Additionally, the relic of Iizuka and Iizuka Minami both sites have been exhibited in the special 
exhibition space set up of the Kumagaya library. Both sites are in the Menuma region, and include 
important material at time when the cultivation of rice was begun. 
 
Feature Article 1 
What is the KONAN Cultural Properties center? 

The KONAN Cultural Properties Center was set up based on the concept "It touched, it knew, and made it" in 
2007. The center does work to protect cultural properties such as sites, the old tomb, buildings, and the 
Folk-Performing Arts, and is doing various works of the information sending and the enlightening activity, etc as a 
cultural properties protection base. 
 
City excavation information 
Maenakanishi sites 

The excavation in Maenakanishi sites has been executed since 1996 fiscal year. 
And, the second investigation was executed from November through January in 
2009 fiscal year. 

This investigation found the settlement mark of Yayoi Era, and a large amount 
of Yayoi earthenware, "Jar", "Pot", "chipped stone axe", and arrowhead made of 
the stone from the habitation site.  
 
Dwelling site of nishi Beppu sites 

An urgent investigation according to the individual house construction was executed in west Beppu(Pavilion mark of Nishi 
Beppu site) from September through October. On this investigation, pit dwelling of the Nara -Heian era and pit burial of the 
Heian era were discovered. 
In hearth (kamado) in the habitation site of the Nara era, the tile (It is assumed that it had been used for the Nishi Beppu 

dilapidated temple that had been shortly suited) was excavated. And Grave goods were found in the nearby grave. 
 
Serials 
Protection activity of buried cultural properties  
Chapter 2 Trial excavation method 

Trial excavation is usually done for the area where will be developed. Purpose is to investigate existing of ruins, the depth of 
ruins if exist. After it digs up the trench, investigators judge the presence of sites by tan argillaceous that is called a loamy layer 
of the Kanto region. 
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Reports 
The events of Saitama inhabitant’s day  

In November 14, that was Saitama inhabitants day, the event related to cultural properties were held at several place in the 
city, the obsavation of site excursion – Shotenzan －Kangiin in the Menuma area, the comma-shaped bead-making experience 
at the cultural properties center, And the tea ceremony was held in the place of scenic beauty Seikeien, that was received 
Rissho University Urasenke club and the Kumagaya girls' high school and the Kumagaya west high school cooperation. Many 
people to whom it came including the student child were enjoying usually deliberately tasting experienced not much 
opportunity of "Tea" at the chance.  
 
Kumagaya City designated cultural properties investigation 
－Shibata-ke-shoin(traditional architecture study room) and Suwa Shrine in Kamishinden－ 

In December, The investigation of existing circumstance was executed in the Shibata-ke-shoin and Suwa Shrine 
in the Kamishinden that was the city designated cultural properties. In the Shibata-ke-shoin, it was built at a 
position away from the main building with the Japanese rock garden at the middle of Edo period. Many 
appearances of the building construction and the roof have been preserved since the made time.  

Suwa Shrine was constructed in middle term of Edo, and rebuilt at the Edo latter term. It is assumed that the 
construction of the Shrine was made by the carpenter and the engraver who built Shotenzan－Kangiin in 
Menuma. In the current state, distortion of the structure, and the fall of the material and flaking off of the color 
are appeared. 
 
The depth investigation of Seikeien’s "Tamanoike" pond  

In December, Depth of "Tamanoike" pond at the center of the circuit style garden Seikeien (place of scenic 
beauty) was investigated. It was executed by snorkeling to understand the current state of the city designated 
cultural properties, and to confirm depth for the water circulation pump repair scheduled in the future. As a result, 
the position and the distribution of a deep parts and a shallow it were able to be understood. 
 
Heritage Pilgrimage－Miyatsuka tomb 

The Miyatsuka tomb is unusual shapes “Mounded tomb with dome-shaped 
knoll on a square base”, and was specified for a sites designated as a national 
historical relic site in 1956. This is shape that Emperor's family and powerful 
clans adopted. 

The tomb is located in the Hirose mounded tomb cluster located in the 
natural levee in the Arakawa River’s left bank. A round diameter above the old tomb is about 10m. The lower 
vicinity of the west is 24m. The lower vicinity of the east is 17m. The height is 4.15m. The time of construction is 
thought to be about the seventh end of the century (About the close of the Kofun period). 
 
Cultural Properties Column  
Encounter with ancient times 2  
Tomb that soars on the ground－Shio mounded tomb cluster 

This column draws details of the change of the form understanding of the tomb 
that from keyhole-shaped mounded tomb to keyhole tomb with quadrangular rear 
mound.  
 
Feature Article 2 
What is the Kumagaya web museum? 

A digital museum that aimed to open it to the public on archives of material (record preservation) and the 
Internet is established one after another as "Museum" different from the museum that actually exists now. 

The Konan cultural Properties center establishes with homepage "Cultural Properties of Kumagaya" and 
"Kumagaya web museum" that has been managed has a big possibility for such digital museum construction. 
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TOPICS 
Cultural properties fire prevention day 

Tuesday, January 26 called cultural properties fire prevention day. The fire drill and 
the inspection of the fire prevention management situation were executed in 
Kaminomura shrines (Kamino) and Komiya shrines (Ikegami). In Kaminomura shrine, 
the fire drill and the water-discharge exercise at the early stage of the ignition were 
executed. In Komiya shrine, we confirmed the fire prevention management situation of 
the building where "Shishigashira" of the city specification cultural property was kept, 
and exchanged opinions about correspondence method of the emergency. 

 
Event of opening to the public of important cultural property Kangiin Shotendo  

The event was held at the period the 31st from March 25. The event that the completed upper part of the building is 
opened to the public with pay was held in Menuma-Kangiin-Shotendo.  

There were 1,126 participants in total in spite of while it was short of seven days. Those who came were gazing to a 
lot of sculptures from which a splendid main shrine, gold foil, and a vivid coloring were given. 
 
Oegawa Shishi festival 

Saturday, March 13. Oegawa Shishi festival of the city specification intangible 
folk-cultural property was held in the Takane shrine and the Oegawa area. This festival 
is the one done as a festival in the spring of the Takane shrine. And, people go it round 
"Oshisisama" in the district for bearing exaltedly. Every year the Shishi borrows from the 
Yaeda shrine in Ageo City. 
 
City excavation information 
Maenakanishi sites―Big building with pillars embedded directly in the ground and river marks 

The excavation investigation in the Kamino district was executed from January through March of this year. 
Maenakanishi sites are paid to attention by the villages formed large-scale and widely from the middle on the age of 
Yayoi to latter term having been discovered. 

In this excavation, we confirmed pit houses that had been made at the middle on the age of Yayoi and the latter term 
of the old Kofun age. Moreover, we discovered building with pillars embedded directly in the ground that had been 
formed from the Asuka age to the Nara era and a lot of monuments and river marks. 
 
Research status of burial money 

Burial money that had been excavated in Suwanoki site (Kamino) in 2008 fiscal 
year was taken up by each mass communication and creates sensations. Because 
this burial money is well of the excavation and a lot of the number of sheets  

However, the situation of burial money has deteriorated. It is caused as dryness 
and a crack and a sudden fall of foundation. Then, we and engineers fixed 
foundation, cleaned the surface (work that the burial soil and the plant splinter 
removed), and executed the drawing making the current state in 2009 fiscal year.We 
consigned the measurement of three dimensions(3D) to restore the actual thing, and 
acquired the precious data. This is open to the public now on the homepage. 
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Serials Protection activity of buried cultural properties 
Chapter 3 Trial excavation method ② 

The confirmation of sites by the trial excavation is understood from the presence of the 
relic and the monument (artificial signs). We judge the excavation situation of earthenware; 
the clay image, natural stone and difference of the stone implement one to ascertain a trace 
of the processing. Additionally, the investigator examines the situation of the stratum. 
 
Reports  
Investigation of frame of the arithmetic (Sangaku) 

The confirmation investigation of the management situation of city specification cultural "Frame of the arithmetic 
(Sangaku)" was done in the owner house in the Dai district in the beginning of February. Sangaku is wooden frame in 
which the problem of arithmetic was recorded.  

This flame is derived from Daijima Kyubei who connect academic genealogy of Seki Takakazu. He dedicated the 
flame to Suwa Shrine in the Dai district in March, 1847. The state of conservation was excellent though weakening of 
the character of the Indian ink had been seen about the actual thing.The character of the Indian ink had thinned. 
However, it seems to be unquestionable for the state of conservation. 
 
Installation of Miyatsuka mounded tomb’s explanation board 

We set up the explanation board of the Miyatsuka mounded tomb of the national 
historical relic site in Hirose at the end of March. The Miyatsuka mounded tomb was 
specified for the cultural property in 1956. It is historic spot of the only country 
designated in Kumagaya city. This mounded tomb has dome shaped knoll on a square 
base that is unusual on a nationwide scale. To improve the concern for mounded tomb, 
we contemplate the design and the objection of the explanation board. Let's see this 
explanation board, and go to the Miyatsuka mounded tomb. 
 
Heritage Pilgrimage 
Negishi-family’s terrace house gate (Negishike-Nagayamon) 

City specification cultural property “Negishi-family’s terrace house gate 
(Negishike - Nagayamon)” was architectural at the tempestuous period of the 
second half of the Tokugawa shogun ate restoration, and expanded. People of 
the Negishi family have carved both histories for this construction in a rapid 
modernization of Meiji Restoration. The Negishi family was the headman in the 
Kabutoyama village. They cause water transportation of Arakawa River and 
the industries, and is participating in "The principle of reverence for the 
Emperor” movement.  

Mr. Negishi promotes repair work centering on the roof this year. We help to Mr. Negishi as it looking up at the 
guidance of Mr. Yokoyama’s laboratory (Institute of Technologists) to preserve and advance the repair. 
 
Cultural Properties Column  
Encounter with ancient times 3－Otsuka mounded tomb 
The Otsuka mounded tomb is circular burial mound. The size is 35m in diameter, and 3.5m in height. The stone 

chamber at the center of the mounded tomb started dropping the ceiling stone dangerously. In July, 1982 to correspond 
to this, we decided to move the ceiling stone to the safe place, and to excavate the stone chamber. This column shows 
the anecdote done to the excavation. 
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TOPICS 
Excavation situation of the Nishi Beppu sites 
We executed the confirmation investigation in the Nishi Beppu sites and the Nishi 

Beppu temple dilapidated in the Nishi Beppu sites group from June through July. 
We discovered more than eight holes building marks from the latter term of the 
Kofun age to the Heian era, and eight ditch marks from the Nara era to the Heian 
era, soil hole, and the pit. Both of ovens were found from hole building mark of the 
latter term of the Kofun age in the west wall, and they were large-scale of about one 
passing 4m. 
 
The panel exhibition of Maenakanishi and Suwanoki sites 
The panel exhibition of Maenakanishi sites and Suwanoki sites has been held in the Menuma municipal 

exhibition pavilion since June 1.  
Two sites have executed the excavation investigation in areas that extend to city 

Kamino along with the readjustment of town lots work since 1996 fiscal year. 
This panel exhibition has explained mainly the result of the excavation 

investigation executed in 2008 -2009 fiscal year to the public. The exhibition panel 
that should make a special mention is an explanation about burial money of 
Muromachi Period in Suwanoki sites. 
 

 
City excavation information 
Maenakanishi sites 1 
The village of the Kofun period is confirmed. 
We surveyed Maenakanishi sites from June to middle of July on the readjustment of 

town lots ground in Kamino. We discovered four holes building marks made between 
the first terms of the Kofun age. Moreover, the mark in four ditches was confirmed.  
One of the marks in the ditch was big of the width of about 3m. In the soil covering 

(soil that had been buried), a large amount of sherd was detected. In a word, it is 
thought that the festival was held in the waterside.  
 
Maenakanishi sites 2 
A large amount of earthenware was excavated from the sites of Yayoi Era. 
In this investigation, we discovered the sites of a dugout (Yayoi Era: About 2,000 years 

ago) and the mark (The Kofun period: About 1,400 years ago) in the ditch and the hole 
of the soil (time uncertainty). A large amount of relic (earthenware and stone 
implement, etc.) was excavated from the sites of a dugout of Yayoi Era. Among these, a 
large amount of well-preserved earthenware (jar and pot) was excavated from the first 
dwelling mark where the scale exceeded 10m. 
 
 
Serials Protection activity of buried cultural properties 
Chapter４ About the burial cultural properties containing ground and the adjoining ground 
To protect the buried cultural properties, we should understand where sites (burial cultural properties 

containing ground) are. In a word, we should make more exact sites map. And, we are confirming investigating 
the presence of the relic and the monument actually in each place.  
Therefore, the range of sites is subjected to variation according to the situation. The range of sites increases and 

decreases based on the result of the survey. 
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Reports  
The explanation display of "Kondou Dainichi Nyorai sitting Buddhist image"  
At the end of May, we set up the explanation display of city specification cultural properties 

"Kondou Dainichi Nyorai sitting Buddhist image" (tangible cultural properties and sculpture) 
at the Anraku-ji Temple Kannon-dou entrance in the Nishi Beppu ground where the Buddhist 
image was enshrined. This sitting Buddhist image is excellent sculptural. This remained 
fortunately though Kannon-dou was burnt down before. Kannon-dou was rebuilt by the 
contribution base on the people of the parishioner in Anraku-ji Temple in 2002. The Buddhist 
image is kept under an appropriate situation now. 
 
The confirming investigation of “Inuzakura" 

At the beginning of June, we confirming investigated city specification cultural 
properties natural monument "Inuzakura(Cherry-Blossom)" in Mikajiri. When 
investigating at a simultaneous in the previous year period, the investigator found 
growing thickly of the weed and miscellaneous trees in the part in the surrounding, and 
the influence on the main body of the tree was anxious. However, the management such 
as weeding was properly done, and the growth situation of branches was also good this 
time. 

 
The green curtain in properties center 

We are working on greening of the Konan cultural properties center on the wall this 
year. Staffs constructed handmade net multiplication frame with the planter, and is 
growing the plant such as bitter melon (Goya), sponge cucumber, and bottle gourds as 
green curtain since middle of June. Please see the appearance of vivid plants. 
 
 
 

Heritage Pilgrimage 
Negishi-family’s terrace house gate (Negishike-Nagayamon)  About repairer works 
It entered 2010 fiscal year, and the repairer thing at master Negishike-Nagayamon 

started as a granted project of the city specification cultural properties. This repair is 
large scale work to unload all roof tiles, and for rafters that supports the roof to repair 
since the last repair. 
 
Cultural Properties Column  
Encounter with ancient times 4―Kagohara-ura mounded tomb No.1   
Kagohara-ura (the back of Kagohara) mounded tomb No.1 is not a circle mounded 

tomb but polygonal one. And, it has been understood that it is a mounded tomb of a 
very scarce octagon in the provinces. In this column, the anecdote in the excavation is 
shown. 
 
Calendar of Properties  

In August:     The musical band of Kamishinden (the 21st), The shishimai in Shimoonda (the 22nd),  
The shishimai in Ikegami (the 28th) 

In September:  A tea party of pleasant time in Seikeien (the 19th),  
The haiku introductory lecture in Seikeien(the 16th～)  

In October:     The festival in the autumn in Sugahiro, The shishimai in Oshikiri (Both the middle of) 
In November:  The event on inhabitants of the prefecture's day (the 14th), 

Completion ceremony of Kangiin (the 18th), 
 The 3rd regional traditional Japanese theater event in Osato (the 23rd) 
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TOPICS 
The events of Saitama inhabitant’s day 
We held the cultural property event in the city various places on Sunday, November 14(Saitama inhabitants of 

the prefecture's day).  
"Comma-shaped bead-making and fire causing experience" was held at the 
Konan cultural asset center. The meeting to be familiar with the tea ceremony 
was held in the Seikeien. Moreover, the old Sakata clinic (country registered 
tangible cultural property building) in Menuma was opened to the public in 
general.  
Many people entered to each places, and were spending the enhanced time 
with the cultural properties. 

       In Seikeien 
 
The traditional Folk-Performing Arts festival 
Tuesday, November 23. "The 3rd traditional Folk-Performing Arts festival 

Tales of the Past and Present（Chiiki-Dento-Geino-Konjyaku-Monogatari）" 
was held in the hall at the Osato. The performer announced the traditional 
Japanese theater that had done the practice repeatedly every day. The panel 
of the intangible folk-cultural asset was exhibited in the same place. Moreover, 
a lot of grade-schoolers who became successors in the future performed to the 
event. The hall was wrapped in heat.                                             Mamada-Mansaku-Odori 
 
Lecture of traditional Japanese theater for the citizens 
November 21. The Staff held the course of the title "World of the traditional Japanese theater" in facilities in the 

Hakoda district. In this course, it explained the outline of the traditional Japanese theater and the kind of the 
shishimai by using the image that collected "The 2nd traditional Folk-Performing Arts festival Tales of the Past 
and Present” that had been held in 2009. We introduce you of happiness and wonderful of the traditional 
Japanese theater through this course.           
 
City excavation information 
Maenakanishi sites  
The mark in the river of the Kofun period is confirmed. 

We executed the excavation investigation of Maenakanishi sites from July to middle of October. As a result of 
the investigation, we found the mark in the river and the mark in the stake and the ditch that queued up in the 
straight line, etc. Moreover, the farming tool of the wood product was 
excavated with a large amount of earthenware. It is thought that the mark 
in the found ditch was a millrace that sustains the farmland as the 
production base in the village. These are guessed to be the one at about the 
latter term of the Kofun period (seven-six centuries). 

And, we held the excursion to sites intended for the local elementary 
school in September. And, Afghan archeologists who took training in Japan 
visited the site. They learnt the site of the excavation. 

                                                                 Excavated article 
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Time slipped to Yayoi Era 
We held ancient experience event "Time slipped to Yayoi Era" in the Kamino district 

on November 13. In the event, The pit house of reproduced Yayoi Era was generally 
open to the public in Maenakanishi sites, and the Yayoi earthenware and the stone 
implement excavated were exhibited. 

pit house 
Serials Protection activity of buried cultural properties 
Chapter5 About the excavation investigation report book 
The excavation investigation report book contains an important meaning for protecting the buried cultural 

property. The report explains a historical meaning of excavated sites. The excavation investigation is completed 
by appropriate publication of this report. 
 
Reports  
Haiku introductory lectures 

We held the haiku introductory lecture five times from September 16th to 
November 4th in Seikeiryo that existed in Seikeien; designated cultural property of 
city (place of scenic beauty) This course has been managed by the outline that many 
people learn Seikeien more through the traditional culture of haiku, and This event 
becomes the fourth holding.  

 
The display that explained the Ryuenji- Temple’s cultural property was set up. 
We set up the display to guide the designated cultural property to this Ryusen temple in the 

beginning of November. The display explains "Grave of Seiko Okuhara", "Mr. Narita's grave", and 
"Temple bell". 
                                                                                   
Heritage Pilgrimage 
Negishi-family’s terrace house gate (Negishike-Nagayamon)  Completion of repairer works 

“Negishi-family’s terrace house gate (Negishike-Nagayamon)" where is the city 
specification cultural property building completed the repairer works in November, 
and faced the completion ceremony in December. The purpose of this repair was to 
restore the distorted roof, and to have prevented the leak in the roof. 
 
 

Cultural Properties Column  
Encounter with ancient times 5―Yoroizuka Tomb  
This column introduces the excavation investigation of the Yoroizuka tomb as the 

Japanese keyhole-shaped tomb. The shape of this old tomb is called a scallop type. 
 
Feature 
The Nishi Beppu sites group 
The Nishi Beppu sites group is in the west of Kumagaya City. This name is a generic name of three sites of the 

Nishi Beppu sites, the Nishi Beppu dilapidated temple, and the Nishi Beppu festa sites that exist in the 
boundary with Fukaya City. They are important sites with Hara sites in Fukaya City that is the mark in an 
ancient county public office. 
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TOPICS
Excavated articles of Nishi-Beppu-cult-sites
Excavated articles of Nishi-Beppu-cult-sites were specified for the designated 

cultural property of the prefecture in March. The specified cultural properties
are earthenware to which a replica made of the stone to have person and horse's 
shape ,and an enchantment character are written with the Indian ink. There are 
359 pieces in total.                                Excavated articles
                                           

Beppu regional excavation relic exhibition and lecture
The exhibition and the lecture of the relic found by the excavation 

investigation were held in the Beppu region in a municipal Beppu public 
hall from 1st to 7th in February. This event was held to introduce the history 
in the region, and to raise the love for one's home province. The Yokomaguri
sites excavated article designated cultural property of the prefecture and the 
Nishi-Beppu dilapidated temple excavated articles were exhibited in the 
hall.

About the damage situation of the city cultural properties caused by Great East Japan Earthquake
Two cultural properties that existed in the city undertook damage caused by the earthquake. A part of 

sculpture in Kangiin(in Menuma) of the country specification important cultural properties fell. Also, a part 
of Mr. Amano's grave in Jokoin(in Kami-chujo) collapsed. These cultural assets were repaired soon.

City excavation information
Hakoda's pavilion mark
Clay dolls of Jomon Period and graves of the Kofun period were discovered. 

When the excavation was investigated about the 
Kamino district to which it went from January to 
the end of March, we confirmed sites of about 
beginning the latter term on the age of Jomon 
(About 3300 years ago) and Kofun (About 1700 years ago) period. Moreover, 
we discovered an unusual clay doll and a special grave that is classified ditch 
surrounding a settlement tomb.

The clay doll

Serials Protection activity of buried cultural properties
Chapter6 About Construction attendance
When people build house or enterprises develop ground, we should protect various buried cultural properties. 

We occasionally attend the construction site based on the content of the written report from the trader. This 
chapter explains the step for the work.
Additionally, it reports on the number of the written report and inquiry document in 2010 fiscal year.

No.6 Digest
April 20, 2011
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Reports
Seikeien owning art exhibition
The owning art exhibition has been held from March to October on the wall of 

Sekisuikaku in Seikeien. The paintings and writings are composed by the 
creation by famous writer in the city, Ohno Momoki, Yoshihara Gafu etc.

The display that explained "Sekizo Jyusanbutsu"
We set up the sign pole to guide the designated cultural property to this 

Baiganin(in Ikegami) in the end of March. The pole explains "Sekizo 
Jyusanbutsu" which is composed by 13 buddhist images made of the stone in 
17th century.

Investigation of “Front desk of the kamakurabori"
In the middle of February, we investigated "Front desk of the 

kamakurabori"(the tangible cultural properties and craft goods) that is the
Korin temple of Higashi-Beppu owned. Kuymagaya city specified this desk as a 
cultural property in 1958. It fixed a beautiful sculpture and the lacquer.

  

Heritage Pilgrimage ―Shio mounded tomb cluster
Shio mounded tomb cluster was specified for the Saitama Prefecture 

specification historic site in 1960. These old tombs are cultural heritages 
constructed from 4th century to 6th century. Shio is located southwest of 
Kumagaya. Though it is likely not to be clarified, these mounded tomb cluster
are the valuable data, it shows the history of the old tomb in the prefecture.

Cultural Properties Column
Encounter with ancient times 6
Mysterious history of Haniwa Armored Man with Short shell 
This column introduces a mysterious history of the clay image (Haniwa Armored Man with 

Short shell,) and explains the artistic value. Tokyo National Museum owns this Haniwa now.

◇ Introduction of special exhibition－Excavated articles of Nishi-Beppu-cult-sites

Place Session
① Municipal Kumagaya library (Third floor )

：Hometown exhibition room
Sunday, September 4 from Tuesday, April 26, 2011

Close: Monday, the first Friday
② Kumagaya City KONAN Cultural Properties 

Center
Friday, July 15 from Monday, May 23, 2011

Close: Saturday, Sunday, and holiday
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第３章 「BUNKAZAI 情報」を活かしたアウトリーチと地域文化発信の可能性 

 

第１節 「BUNKAZAI 情報」から発信される文化財保護と公開活用  

「BUNKAZAI 情報」は熊谷市立江南文化財センターにおいて文化財保護業務を進める各担当者が現場の

状況などを的確に逸早く報告するという特色に基づき、多様な記載が積み重ねられてきた。２００９年から

２０２０年の期間において刊行された情報群を目にすると、熊谷市における文化財保護事業の全体像が再

認識できる。文化財の保護については、その保存という一義的な目的とともに、公開活用の方策の検討が重

要な課題となっている。この観点に基づくと、２０１６年（平成２８年）１１月における妻沼聖天山の建造

物９件が国登録有形文化財に登録答申については公開活用の下地を準備した好例とも考えられる。 

この内容について改めて情報共有すると、国の文化審議会は熊谷市の妻沼聖天山に所在する「歓喜院籠堂、鐘

楼、閼伽井堂、三宝荒神社、五社大明神、天満社、仁王門、水屋、平和の塔」の９件を国登録有形文化財（建造

物）に登録するよう、文部科学大臣に答申し、翌年登録となった。これらの建造物群には国宝「歓喜院聖天堂」

や重要文化財「貴惣門」を手掛けた大工や彫刻師が関わった物件があるほか、地域の信仰や風土の歴史を明らか

にするものとして評価された。この登録に際しては、２０１５年～２０１６年（平成２７年度から２８年度）に

かけて、熊谷市教育委員会は国登録有形文化財への具申に向けて、妻沼聖天山内の建造物について測量・図面化

や概要調査を実施したことが基礎固めとなった。ここに示した公開活用に向けた登録制度の下地は、あくまで基

礎的な調査によって形成された知見であるということが確かである。 

 また同年においては本市の文化財保護の大きな契機ともいえる事業が一つの転換点を迎えた。それは２

０１６年（平成２８年）８月に竣工した「愛染堂保存修理事業」である。同年９月、愛染堂保存修理事業の

竣工を祝して落成式（落慶式）と愛染堂・市指定有形民俗文化財「愛染明王」の一般公開を開催されるまで

多難な事業であったといえるが、多くの学びを得る機会となったことは明らかである。２０１５年に「愛染

堂保存修理委員会」が設立された後、同年９月から保存修理工事が開始された。工事では、屋根の瓦を軽量

鋼板へ葺き替える改修、崩壊した部分の復元、内部の木材補修及び付帯工事（追加となった高欄・軒下廻り

の補修、台座修繕、畳張り替え工事など）が実施された。市補助金及び所有者等負担のほか、多くの寄付や

募金によって事業が運営された。所有者と檀家、地域住民、染色業者、商工関係者、大学、研究機関、賛同

者など多くの方々の協働によって本事業が進められたことは、全国に向けての「熊谷スタイル」の発信とな

ったと評価できよう。 

これらの保存修理事業の前提は、文化財関連施設の保存修理にあったが、その先にある公開活用という観

点については、適宜、愛染明王の公開を実施するなど、市民に対する公開活用の可能性を有するものである

と考えられ、以降での尾高惇忠奉納額の文化財指定を含めて、継続的な活用事案として運営を進めていくこ

とが必須と明言できる。こうした活用の中で「BUNKAZAI 情報」が情報発信の一媒体となり得たことは重

要な意義を孕んでいる。 

 

第２節 地域文化と文化財アウトリーチの意義  

 地域文化は多様であり、前節で具体的に紹介した文化財事業の各所にその特質が含まれている。それぞれの郷

土に息づく文化性や芸術性を捉えた時、文化財そのものから放たれる恰も「光」のような輝きに多くの人々は魅

了されるのであろう。それは愛染堂の危機的状況から保存に向けての救いとしての事業運営と同じく、文化財の

保存を危機から守るという状況が近年ますます増えているように思える。その事業の発信に留まらず、事業が理

想に近い内容と性質で推進されていくためには多くの協力者が必要となる。この視点にある事業が、愛染堂事業

と同じ時期に成果を得た浄安寺千体地蔵の一般公開「お地蔵様の日」の発案と運営である。 

改めて事業を振り返ると、２０１３年（平成２５年）９月に発生した竜巻及び台風被害により浄安寺（熊谷市

御正新田）の地蔵堂が倒壊した。この内部には市指定文化財（有形文化財・彫刻）の「浄安寺千体地蔵」が収蔵

されており、熊谷市教育委員会では、地蔵堂の解体と併せて、本尊の地蔵及び千体地蔵の救出を目的とする「文

化財レスキュー」を実施した。その後、学校法人東洋美術学校との協働により、千体地蔵及び本尊の保存修理を

実施し、今後、本堂にて安置されることになった。２０１６年（平成２８年）１０月２３日、「お地蔵様の日」と

して一般公開及び報告会を開催し、地域の文化遺産と保護活動について知る機会となった。この事業の始点は自

然災害による文化財被害からの文化財レスキュー事業にある。 

事業の全体像としては、埼玉県内初の文化財レスキュー事業の実施と、その後の東洋美術学校との官学連携事

業としての特質を維持し、文化財の保存に向けた取り組みとともに一般市民の共感と今後の活用に向けての意識

共有を図る機会を準備したものであり、その各所に文化財を公開活用し自然の驚異から文化財を保存するための

啓発というアウトリーチの要素が含まれていたことが分かる。 

 次世代への文化財継承という課題は、地域文化の変化や地域コミュニティの変容という事態と深い繋がりがあ

る。この事態そのものの解決は困難であるが、文化財を記録し、保存し、アーカイブスし、公開活用するという

アウトリーチの継続によって、文化財保護事業を下支えする原動力が生み出されているのではないかと筆者は期

待を込めて考えている。その意味からも「BUNKAZAI 情報」は狼煙を上げ続けなくてはならない。 
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・山下祐樹「熊谷市指定文化財「歓喜院仁王像」妻沼地域仏像群調査概説―埼玉県熊谷市・妻沼聖天山「歓喜院仁王像」と妻沼地

域の仏像文化財をめぐって―」2020 年 

・山下祐樹「熊谷市指定文化財「長島記念館・邸宅」概要調査報告―埼玉県熊谷市「長島記念館・邸宅」の建築と文化財名勝の特

色をめぐって―」2020 年 

・山下祐樹「熊谷市指定文化財「熊谷型紙・岸家関連資料」概要調査報告書― 埼玉県熊谷市・「熊谷染」の製作における「熊谷型

紙」の意匠性と岸家資料の意義―」2020 年 

・山下祐樹「熊谷空襲をめぐる米国戦略爆撃調査団文書に関する考察」2018 年 

・藤間憲一・山下祐樹 『熊谷うちわ祭の歴史』熊谷八坂神社祭礼行事保存会 2015 年 

・山下祐樹/執筆・監修「日本最初の女性医師「荻野吟子」」2020 年 

・山下祐樹/執筆・監修「熊谷市指定無形民俗文化財パンフレット「伝統芸能の世界今昔物語」」2013 年 

・山下祐樹/執筆・監修「熊谷市の歴史的建造物－熊谷の歴史・文化を語り継ぐ建造物群－」2020 年 

・山下祐樹/執筆・監修「熊谷の伝統芸能と歳時記－熊谷の歴史と無形の文化遺産をめぐる旅－」2020 年 

・山下祐樹、金子兜太『熊谷ルネッサンス Kumagaya Renaissance―熊谷の歴史と文化遺産を結ぶ「道」―金子兜太「熊谷の俳句」』

オーケーデザイン 2017 年 

 

 

関連掲載新聞記事 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

例言 

・本報告書は「BUNKAZAI 情報」及び関連資料に対する調査研究の成果について執筆・編集したものである。 

・本報告書及び「BUNKAZAI 情報」における表記及び記載事項については諸説含む箇所もあり、調査によって

得た知見を暫定的に記した内容も含まれている。御了承願うとともに御教示頂ければ幸いである。 

・「BUNKAZAI 情報」の版権及び著作権は熊谷市教育委員会及び熊谷市立江南文化財センターに帰属する。 

・「BUNKAZAI 情報」については熊谷デジタルミュージアムに PDF 掲載されている。新たな知見等の追記等に

係り本報告書の編集内容と一部異なる部分や修正されている箇所がある。御了承いただきたい。 

・本報告書の刊行に向けて熊谷市文化遺産研究会及び地域文化遺産産官学連携協働事業推進委員会などの協力を

得た。また「BUNKAZAI 情報」の読者の存在が大きな助力となった。感謝申し上げる次第である。 

 

 

調査報告書 1 

埼玉県熊谷市における文化財の情報発信に関する事例報告１ 

―熊谷市立江南文化財センター情報誌「BUNKAZAI 情報」を媒介としたアウトリーチを主題として― 
 

編著：山下祐樹（熊谷市教育委員会・熊谷市立江南文化財センター）  
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