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事務局

　ただ今から平成２９年度文化財保護審議会を開催いたします。
　本日田中委員それから針谷委員から都合により欠席の旨のご連絡をいただいておりま
すので、ご報告いたします。
　本会議は審議会等の会議の公開に関する条例に基づき原則公開としております。ま
た、本日の会議内容は録音させていただき、後日同条例に基づき会議の内容を公開いた
しますのでご了解をお願いいたします。
　それでは議事に入ります。議事の進行につきましては文化財保護審議会条例第６条第
２項の規定により会長にお願いしたいと思います。
　どうぞよろしくお願いいたします。

石井会長

　はい、ただ今から議事に入らせていただきたいと思います。はじめにただ今の出席者
数は８名でございます。この人数は条例第７条第２項の規定に基づく定足数に達してお
りますのでご報告いたします。それでは早速議事に入りたいと思います。
　はじめに議題１で、平成２９年度新規設置の指定文化財の説明板の文章についてで
す。事務局、ご説明をお願いします。

事務局

　はい、それでは説明させていただきます。お配りしました資料に諮問書の写しがござ
いますのでご覧ください。読み上げさせていただきます。

（別添諮問書参照）

　こちらでございますけれども、教育委員会では指定文化財について説明を周知する説
明板を順次現地に設置しているところでございます。今年度につきましては別添の資料
にあります、市指定無形民俗文化財「上清久八坂神社の山車行事（天王様）」の１件の
設置を予定しております。この説明板の文章につきましては専門性の高いものであり、
久喜市文化財保護審議会条例第２条第６号に規定する文化財の活用にかかるものでし
て、教育委員会から諮問したところでございます。以上です。

石井会長
 ただ今の事務局の説明に対しまして何かご質問はありますでしょうか。
 いかがでしょう。

全委員 （質問無し）

石井会長
　ありませんでしょうか。それでは答申案をまとめるにあたりまして、何かご意見はあ
りますか。
 いかがでしょう。

武井委員 　事務局の案はあるの？

石井会長 　案ですか、いかがでしょう。

事務局 　はい、それでは案の方をお配りさせていただきます。

（資料配布）

石井会長
　お手元に行き渡りましたでしょうか。
　ではこれについて事務局の方からご説明をお願いできますでしょうか。

事務局

　『清久村郷土誌』、それから『久喜市史調査報告書久喜の祭りと行事』というのが比
較的上清久の八坂神社の山車行事についてまとまった資料ですが、これからもう既に
３０年経っておりまして、今回担当職員の方で調べたところ、意外と変わっているとこ
ろもありました。今回案として作ったものを読み上げさせていただきます。
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事務局

「久喜市指定無形民俗文化財　上清久八坂神社の山車行事（天王様）
指定年月日　平成十七年四月一日　　所在地　久喜市上清久
　上清久にある八坂神社では、毎年七月十五日に近い日曜日に山車行事(天王様)が行われ
る。山車行事は江戸時代から続くとされ、かつては毎年旧暦六月七日から六月十五日ま
で行われる例大祭の最終日に山車を引き回して邪気を祓ったとされている。
　上清久には本村(ほむら)・新田(しんでん)・東(ひがし)の三耕地があり、一年交代で祭
りの当番を務め、天王組と呼ばれる人たちと共に準備を行う。祭り当日は、昼に人形で
飾った人形山車を引き回した後、夜には数百の提灯で飾った提灯山車を引き回す。
　昼の人形山車は本村の長宮(ながみや)神社・新田の雷電(らいでん)神社・東の八幡(は
ちまん)神社からそれぞれ出発し、八坂神社に集まる。その後、八坂神社の神輿を先頭に
して各耕地の神社を巡り、最後は再び八坂神社に戻って手打ちを行う。山車に乗せてい
る人形は、本村が神宮皇后、新田と東が素盞嗚尊(すさのおのみこと)である。
　夜の提灯山車は各耕地の三つの山車が八坂神社に会し、各耕地を引き回した後、八坂
神社に戻ってくる。互いにぶつかり合うこともあることから「けんか祭り」とも呼ばれ
ている。
　平成三十年　月　日、久喜市教育委員会」
　以上です。

石井会長
 　はい、ありがとうございました。
 　何かご質問ありますか。はい、どうぞ。

武井委員
　まずは八坂神社の位置関係を教えていただきたい。
　これ、長宮・雷電・八幡から出発、八坂に集まると。八坂っていうのは字（あざ）？

事務局 　神社名ですね、字ではありません。

武井委員
　清久は明治大正期に神社が合祀されず、割合鎮守がよく残ってるよね。
 で、本村・新田・東って字でしょ？　八坂ってのはどういう位置づけなの？

事務局
　多分この祭りのためだけの神社のような感じです。神輿があるだけで、まさに久喜の
天王様と同じです。

武井委員 　そんなことないでしょ。八雲はあるでしょ。

事務局
　八雲神社なんですけど、あそこの神社もお祭りのためだけにあるというような位置づ
けに我々は今見ています。

柏浦委員 　じゃあ、上清久の鎮守様ではないですね？

事務局 　鎮守ではないですね。

柏浦委員
　今まで合祀が行われていないと。
　それぞれ耕地ごとに神社があって、八坂神社ってのはその山車のための？

事務局 　山車行事のためだけの神社だと思います。

柏浦委員 　どの辺にあるんですか？



発　言　者 会議のてん末・概要

様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

事務局
 　中妻の千勝神社と道を挟んで、ちょうど久喜側のはす向かいといえる位置にありま
す。

石井会長 　 ではこの神社は小さいのですね。

事務局  　はい、久喜の八雲神社と同じように、本当にもう神輿が入るだけの小さいものです。

石井会長  　お堂もあんなに小さいのですか？

事務局
　鳥居も一応あることはあるんですけど、本当にうっかりすると見過ごしてしまうほど
です。

石井会長 　ほかにいかがでしょう。

武井委員 　何らかの形で、土地の人はわかるんだけど、看板自体八坂に立てるわけ？

事務局 　八坂に立てる方向で今所有者と調整しています。

武井委員 　ならばいいけど。だって八坂のいわれがわからないんじゃ。

事務局 　わからないですね。

武井委員 　結局八雲だっていわれがわからないんだもんね。

事務局 　牛頭天王社もちょっとよくわからないですね。

武井委員
　だからまあ牛頭天王社の説明は、やっぱりこっちの天王様の方で八坂が本拠だったん
だろうね。

柏浦委員 　何で八坂があるんだろうね。

石井会長

　八坂神社のところに牛頭天王社があったんでしょ？　それ以外考えられないよね。
　『風土記』は言ってないの？　久喜のは牛頭天王社なんですよね？　『風土記』で
は。それが明治になって八雲になってるから。栗橋も牛頭天王社ですからね。
　清久のことは『風土記』に載ってないのですか？

事務局 　この『清久村郷土誌』が比較的古いものですよね。

石井会長 　どうしてできたのですか？

武井委員
　指定時にどんな書類を作られてたんだか、それを考えたんだよね。１０年前、記憶な
いんだよね。

柏浦委員 　調査に行った記憶はあるんですよ。

石井会長 　ああ、そうそう。調査には行ったことあるよね。
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柏浦委員
　あそこね、初めて行ったんですけど。
　指定されたことはちょっと記憶にないな、僕は。

武井委員
　あのときに指定に使用した説明書類って何が書かれているのかってのがね、どうして
もちょっと知りたい。それと、いつ行事が始まったかっていう問題と絡んで、例えば久
喜の神社、あの八坂のじゃない、八雲の山車の精密な調査やってるでしょ？

事務局 　はい。

武井委員 　で、製作者が見えてきたってのが。

事務局 　山車人形の方は少しそういう成果も出ています。

武井委員

　いやそれでいいんだけど。結局山車の製作、人形の製作、あるいは作者、そういう時
期とかね。根本的なところを、これはやっぱり、これからはこういう説明は行事だけ
じゃなくて。
　結局そうすると、いつ始まったかっていうのが見えてくるんじゃないか。ただね、山
車なんて結構あっちこっち動いてるんだよね。ほかの地域で使われなくなったから買っ
てきたとか。

柏浦委員
　ちょっとご質問しようと思ったんですけどね、最初久喜の祭りは神輿を担いだ。で、
それから山車になった。こちらは初めから山車だったんですか？　江戸時代から？

事務局
　そこは何とも言えないですね。今指定の台帳の中ではですね、八坂神社に安置してあ
る御幣台の裏面に「元文三戊午年五月吉祥日」と墨書されてるとあります。

石井会長 　そうそう。それ調査に行ったじゃないですか。それで見たんですよ。

武井委員 　僕行ってない。

石井会長
　行ってなかった？　山本さんと何人かで行ったよ？
　うん、行ったよ。あそこでそれ見たんだよ。

事務局
　失礼しました。『新編武蔵風土記稿』では上清久村の村民持ちということで天王社が
あります。記述がされてます。

石井会長 　そうでしょ。

武井委員 　そうだよ。

事務局
　そこが御仮屋であった可能性があります。ただ、上清久村の鎮守様は長宮神社です
ね。

石井会長 　それはいいんですよ。鎮守は。

柏浦委員
　久喜市のあっちの山車が明治なのに、江戸時代から山車、最初から山車だったのかな
あとちょっと疑問に思ったんですけど。
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事務局

　新二の彫刻なんかは、江戸末から明治初期くらいの作製の可能性があるので、山車そ
のものを明治に限定しないで、幕末くらいまでは遡る可能性はまだあるのかなと考えて
います。
　やはりこういう民俗芸能は、本当に突き詰めていくとわからない部分が多くなること
は確かです。久喜の八雲神社の方はここにきて少し古文書が出てきたので、それで見え
る部分もあるんですが、上清久の方は今のところまだそこまで行ってないので、文字資
料・文献資料としては多分それくらいしか確認できていないのではないでしょうか。

武井委員
　上清久に関しては市内でも知らない人がいる。
　今日、今回の市の広報にチラシが入ってきたんで知った人もいるのではないか。

事務局 　入ってきましたね。

武井委員 　こんな山車があるんだって。

事務局 　ご覧になった人もいるかと思います。

柏浦委員
　この前調査で初めて知りましたよ。中学の友達がいたのにね、遊びに行くなんていわ
れたこと１回もなかった。そういうチラシが送られてること自体知らなかった。

事務局 　今回広報でこういうチラシが配られています。

武井委員
　だからそういう意味でちょっと久喜のこういう在というか、町村にそういうのが残っ
ているのが非常に重要だから。それはちょっと本当に書いておきたいところなんだけ
ど、いい加減なこと書けない。

石井会長 　あの、先ほどの墨書から、久喜より上清久の方が古いという人もいる。

事務局

　上清久の天王様も久喜の八雲神社の山車行事も久喜の祭典委員会の方に入ってきてか
らかなり知られるようになってきたというか、こういう広報なんかもされるようになっ
てきたというように思います。
　連動のときにもときどき上清久から出てきたり、昨日も囃子・里神楽の発表会があっ
たんですけども、それにも上清久全部、三団体参加しておりますので、そういった意味
での観光的な意味での普及啓発というのはだいぶ行われてきているというふうに思いま
す。だから文化財サイドからも今わかりうるものを最大限活用しながらですね、説明板
を立てられればというふうに考えているところです。

武井委員 　無理してわからないことを調べることはないよ。

事務局
　今回の説明板を立てるに当たって担当者と調整しながら、何回か調査をしたいと思っ
ております。

武井委員

　もしわかるならば、大体どの時期っていうのは難しいだろうな。ただ山車が、引かれ
る山車が彫刻なのか、あるいはもしわかればあった方がいい、そういうので違うから
ね。
　さっきのあの町内の方がわかってきたようで、そういうのは記録してる？
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事務局
　今回６月議会が終わってからということで、上清久が実は今週の日曜日の９日に実施
される予定でございますので、できる限りうちの方も調査をして、わかることは情報と
して定着させていきたいと思います。

石井会長
　あの、先程の墨書をこの中に入れられたらどうですか？　そうすると時代的にわかり
ますよね。

事務局 　これについても一回調査をかけて確認してから検討します。

石井会長 　調査をしてから入れられると、時代がわかるから。それを一回だけちょっと。

武井委員
　写真資料はどうなんですか？　今日付いてるこの絵、出典入ってないけど、これ『清
久村郷土誌』の？　明治に遡る写真はあるの？

事務局 　今のところ見つかってないですね。

武井委員 　ということはこれが一番古い？

事務局
　そうですね。今回、説明板を建てるに当たって古写真などを確認したんですけど、今
のところ把握できていないところです。

石井会長 　ほかにいかがでしょう。

新井委員 　よろしいですか。

石井会長 　はい、どうぞ。

新井委員

　三地域で、三耕地で管理しているところが押さえになっていると思うんですけど、そ
れぞれ保存団体的なものができているのか、あるいは今後指定にした後ですね、そうい
うような形で保存団体のようなものを育てていくというか、後継者育成のこととか、そ
の辺はどういうお考えですか？

事務局
　これはもう市指定のものなので、保存団体としてはもうあります。
　そのほかに囃子の保存会が三耕地それぞれにございます。

新井委員
　これらの団体は、八坂神社とは直接関っていない三地区にそれぞれ保存団体があっ
て、個々に取り組んで継承しているのですか？

事務局

　そうですね。祭りに関しては天王組という人たちがいるんですよね、それがいわゆる
八坂神社の氏子に当たる部分なのか、あるいはその地区ごとの代表なのか、というとこ
ろだと思うんです。
　耕地は耕地でまたそれぞれあってということで、構成としては何となくやっぱり久喜
の八雲神社と似ているような感じになっていますね。

新井委員
　一つちょっと確認したかったのは、この『清久村郷土誌』に書かれているものと今回
の無形文化財の看板案に書かれている山車上の人形の中身違いますよね。これ、いつ変
わったかっていうのはわからないですかね？
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事務局 　それも今回の段階ではまだ確認取れてません。

新井委員 　はい、わかりました。

柏浦委員 　この絵は、清久の山車の絵ですか？

事務局
　はい、『清久村郷土誌』のこの口絵６参照となっている、この口絵６がそれになりま
す。

柏浦委員 　じゃあ昔の絵ですね。

事務局 　そうですね、『清久村郷土誌』を作ったときの絵ですね。

石井会長 　そうすると明治？　明治４３年くらい？

事務局 　大正２年です。

石井会長 　大正２年。

事務局 　はい。

石井会長 　提灯山車って、いつ頃から行われてたんですか？

事務局
　明治までは間違いなく遡れます。明治の２０年代頃でしょうか？
　久喜の八雲神社の提灯祭りではそこまでは遡れます。

石井会長 　明治２０年代までは。

事務局 　間違いなく遡れます。

石井会長 　それ以前はわからない、ということだと。

事務局 　まだわかりません。

石井会長
　これもそうすると明治２０年代まで遡ることができるのですか？　上清久の八坂神社
のほうも。

事務局
　こっちのほうが先だよっていう話が本当になるのかどうかっていうのもあるので、今
の段階ではやはり久喜の八雲神社の調査報告書の完成版を待って確認していこうという
ところです。

石井会長 　ほかにいかがでしょう。槇島先生いかがですか？

槇島委員 　特にありません。



発　言　者 会議のてん末・概要

様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

石井会長 　特にありませんか。

新井委員 　それでは。

石井会長 　どうぞ。

新井委員 　文言確認はまた？　今日しなくてもいいんですか？

事務局 　これはあくまで案ですので、今後煮詰めていただければありがたいと思います。

新井委員

　あの、ちょっと気になったのは、『清久村郷土誌』の記載からすると、村内の邪気を
祓ったのは神輿であって、この山車だっていう記載はないんですけど。これ基本的に山
車行事が村内の邪気を祓うために引き回したのか。まあその辺ちょっと書き方の問題と
山車の意味合いにも関わってくるんじゃないかと。
　まあ後ほど検討していただければと思います。

武井委員 　まあ基本的には神輿の方だよね。それで御仮屋に行くんだから。

石井会長
　それは今、柏浦先生の前の質問とあう部分がありますね。その辺に整合性を持たせる
というか。ということでよろしいでしょうか。
　はい、どうぞ。

高橋委員
　文章の最後の方に「けんか祭り」と書かれてますけど、今でもこういうぶつかり合う
けんかなのか、この祭りはやってるんですか？

事務局
　久喜もそうなんですけど、その花棒っていうんですかね、山車の先の大きな柱が２本
あるんですけれども、その柱同士をぶつけ合う、それを「けんか祭り」というふうに呼
ぶということです。

石井会長

　ほかによろしいでしょうか。
　では議題１については担当者を決めて草案を作成していただき、次回の会議で決定と
いうことでよろしいでしょうか。
　じゃあ、どなたが担当者ということになるのでしょうか。いかがでしょうか。

全委員 （意見なし）

石井会長
　いかがでしょう。私が担当したいという方はいらっしゃいますか？
　じゃあどうぞ、事務局の方でどなたかございますか？

事務局
　事務局の方では特にはないんですけど、民俗ということですと槇島先生にお願いする
というのはいかがでしょうか。

石井会長 　そうですか、では槇島先生いかがですか？

槇島委員 　はい、わかりました。
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石井会長

　では槇島先生にお願いするということでよろしいでしょうか。
　はい、そういうことで先生よろしくお願いいたします、槇島先生。
　じゃあこれで議題1の平成29年度新規設置の指定文化財説明板について、本日の会議
を終了します。最後に議題2のその他ということですが、委員の皆さんから何かございま
すでしょうか。

全委員 （意見なし）

石井会長
　いかがでしょう。
　無いようでしたら事務局から何かございますか。

事務局

　１点ございます。先程ですね、説明板の担当者の方決めていただきましたけれども、
文化財の実地の調査、今年特に山車行事が７月９日に行われますけれども、説明板の執
筆に当たる実地調査が必要であれば調査員として予算も確保してありますので、事務局
までご連絡いただければと思います。以上です。

事務局
　今回特に９日のあの山車行事の当日、祭礼当日とあともし槇島先生の方でご希望があ
れば聞き取り調査、こちらの方も時間的には可能かなと思います。

槇島委員 　それは別の日ということですか？

事務局
　はい、当日はちょっと難しいと思います。
　それから槇島先生以外でもですね、先程の御幣台のああいうのでもご覧になった人が
多いんですよね、一度は。

石井会長 　先生は見てないんですよね？

事務局
　では御幣台を見る時間は別途調整させてもらって、参加される方がいればご一緒に見
ていただこうと思います。

石井会長
　柏浦先生は見られてますか？　もういいですか、はい。
　じゃあ時間によってスケジュールを教えてあげてください。

事務局 　はい、わかりました。

石井会長 　そうすると、武井先生、槇島先生。

事務局 　大川先生。会長は大丈夫ですか？

石井会長 　ああ、じゃあ私も。

事務局 　では一応決まりましたら皆様にもご案内させていただきます。

石井会長
　それではこれですべての議事を終了させていただきます。進行の任を課長の方にお戻
しいたします。
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事務局
　本日は慎重なご審議をいただきまして、ありがとうございました。
　以上で本日の会議を閉会とさせていただきます。

　会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。

　　　平成29年　7月27日　 石井　昇


