
 

（様式３） 

会議の開催結果について 

 
 
 
 １ 会議名 

 
令和２年度第１回河内長野市文化財保護審議会 

 ２ 開催日時 令和２年１０月１９日（月）午後２時から 

 ３ 開催場所 
 
市役所７階 行政委員会室 

 

 

 

 

 ４ 会議の概要 

 

・諮問「河内長野市指定文化財候補」について 

（天野山金剛寺 板絵著色 三十六歌仙図（追加指定））

・報告「流谷の歴史文化遺産保存活用地区」の保全（中間報

告）について 

・報告「令和元年度 事業報告」について 

・報告「令和２年度 事業の進捗状況」について 
・その他 

 ５ 公開・非公開の別 

       （理由） 

 
公開 

 ６ 傍聴人数 
 
 ０人 

 ７ 問い合わせ先  （担当課名）生涯学習部文化財保護課 

文化財保存活用係（内線７５０） 

 

 

 ８ その他 

 

 

＊同一の会議が１週間以内に複数回開催された場合は、まとめて記入できるものとする。 
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令和２年度第１回河内長野市保護審議会議事録 

 

 

日 時 ： 令和２年１０月１９日（月）午後２時から 

場 所 ： 河内長野市役所 ７階 行政委員会室 

出 席 委 員 ： 櫻井 敏雄 会長 

          中村 浩 副会長 

樽野 博幸 委員 

北川 央 委員 

小栗栖 健治 委員 

小谷 利明 委員 

吉原 忠雄 委員 

           

事務局側出席者  ： 松本 芳孝 河内長野市教育長 

小川 祥   河内長野市教育委員会生涯学習部長 

伊藤 浩吉 生涯学習部文化財保護課長 

          太田 宏明 文化財保護課課長補佐 

鈴木 志織 文化財保護課 

桑山 理沙  文化財保護課 

吉村 君子 文化財保護課 

 

 

案     件  ： 議事第１号 諮問「河内長野市指定文化財候補」について 

                （板地著色 柿本人麻呂像（三十六歌仙図のうち１面）（追加指定）） 

          報告第１号 報告「流谷地区の歴史文化遺産保存活用地区」の保全（中間報告）

について 

報告第２号 報告「令和元年度 事業報告」について 

報告第３号 報告「令和２年度 事業の進捗状況」について 

 

 

議案第１号 

諮問「河内長野市指定文化財候補」について 

〈事務局説明〉 

 

吉原委員 

・筆者の照髙院道隆は関白太政大臣近衛稙家の息子で園城寺長吏や、熊野三山検校などを務めた。豊臣

秀吉に信任され、方広寺別当職になった大変重要な人物である。今のところあまり知られていないが、

これから高く評価されていくのではないか。当時、能筆で有名で、表面の色紙型の和歌を書いている。
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狩野修理亮は狩野山楽のことで、桃山時代を代表する狩野永徳の一番弟子と評価されており、一番画風

を受け継いでいた者と言われている。現在、重要文化財に指定されている作品は１１件ある。腕の立つ

日本美術史上重要な人物である。父は浅井長政の家臣であり、近年は秀吉の家臣で浅井家旧臣が多いと

近年判明したことが言われている。逸話として、秀吉の小姓として仕えていた山楽が杖で絵をかいてい

たのを見た秀吉が永徳の弟子にさせたということが言われているなど、小さいころから画才があった人

物である。秀吉に重用されていたため、次の秀頼にも仕えている。永徳の長男の光信は今では高い評価

を受けているが、当時は繊細優美な作風であったため、色使いなどの評価がたいへん低くかった。一番

永徳の画風を継いでいるのは山楽であった。 

豊臣家の大坂城の莫大資金で関西の寺社の修理を行った金剛寺や四天王寺で秀頼は寺社奉行片桐且

元と大坂城の莫大な資金で、大坂を中心として寺社の修理事業を行った。本案件の三十六歌仙図も金剛

寺の修理の一環である。 

山楽の大阪の作品は大坂の陣の前には、本案件の金剛寺三十六歌仙図と四天王寺の板地著色聖徳太子

絵伝である。ただ残念なことに、四天王寺の聖徳太子絵伝は大阪の陣で焼失した。現在重文になってい

る板地著色聖徳太子絵伝は大坂の陣後に、秀忠の四天王寺再興時に再制作されたものである。 

大坂の陣後の作品は住吉神宮寺の東西両塔のうち、西塔内に壁画がある。西塔は廃仏毀釈時に徳島へ

移された。 

狩野本家は江戸狩野、京に残った山楽は京狩野の祖として活躍した。徳川将軍上洛時の宿泊所として 

築城された二条城の障壁画の一部も手懸けている。 

この三十六歌仙篇額に「右」「左」と書かれている。これは歌会のときに右左に分かれ、左は右より

も重要となっている。本件の柿本人麻呂像には「左一」とあるので、三十六歌仙のトップの画像が出て

きたということで四面欠けているものの、金剛寺三十六歌仙図に格段の重みを増すことになる。 

櫻井会長 

・板絵と板地の名称について。前の指定と名称が違うが。 

事務局 

・板地に着色していると吉原先生からご指導いただいた。 

吉原委員 

・「板絵」は文化庁が受け継いでいる言い方。京都国立博物館の他の展覧会図録などを見ると「板地」

にしている。本来の考え方としては、紙本著色や紙本著色などの紙、絹、板という基底材に合わせるも

のである。板絵という呼び方を伝統的にしているが、理屈に合った言い方がよいということで意見した。 

櫻井会長 

・既存のものはどうするのか。 

事務局 

・新しいものが「板地」、昔のものが「板絵」となっている。次回答申をいただいたときに旧のものも

「板地」に名称変更したい。 

北川委員 

・現在、方広寺は大仏寺（方広寺）という表現が主流。この時代に「方広寺」はなかった。 

議案書の ５頁下から３行目「秀頼の寺社修理」について。大規模な工事や寺社修理というよりは「寺

社再興」や「復興事業」という表現が適切。 
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事務局 

・「方広寺」を「大仏寺（のちの方広寺）」、「寺社修理」を「寺社再興」「復興事業」という表現に改め

る。 

櫻井会長 

・まだ４面出てくる可能性は。 

事務局 

・金剛寺様からの発見の経緯について、これだけ人麻呂影具として、この像を飾って歌会をするために

使用されていたことから、１つで保存されていたのだろうと。 

北川委員 

・懸っていたお堂は想定できるのか。 

櫻井会長 

・拝殿ではないか。拝殿は慶長までいくのか。 

事務局 

・慶長までいくと思う。拝殿にあった可能性はあるだろう。 

櫻井会長 

・傷み具合は。 

事務局 

・７月の調査時点では吉原先生に見ていただき、本体は修理の必要がなさそうとのこと。今後金剛寺様

と協議し、検討していく。 

櫻井会長 

・既指定にはくちぎがある。今回のものは仕様が違うのか。 

事務局 

・同様である。 

櫻井会長 

・（浅井は）「あさい」なのか。 

北川委員 

・最近では「アザイ」と読む。 

櫻井会長 

・ルビを付けたほうがいいのでは。 

 

 

報告第１号 

報告「流谷の歴史文化遺産保存活用地区」の保全（中間報告）について 

〈事務局説明〉 

 

小栗栖委員 

・事務局と相談して、今どのくらいの状況で、どんなふうに考えていくのか、というところで話が終わ

っている。流谷地区は歴史的、また民族的に興味深い地域である。地域社会がだんだん衰退し、景観そ
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のものも崩れていく現在、地域社会を豊かに、地域の景観を将来にわたって繋いでいくときに、今、教

育委員会で取り組むこの事業は、上手くいけば良いものとなる。地域社会を考えていくうえで、地域社

会に入っていて一番感じるのは、祭りが昔ながらに受け継がれている地域と、近年まで祭りをやってい

たが、祭りを最近しなくなったというところと、そういう両極にあるところを訪ねてみると、祭りが行

われている地域では地域の活力と、祭りをやっていないところでは地域力が弱くなっていると感じる。

流谷に住んでいる人たちの精神的基盤はおそらく氏神である八幡神社であり、そういったところの神事

祭礼にテコ入れしていくと、地域社会というものが存続し、地域の景観も守っていけるのではないか。 

以前、調査をしていて、祭りを一度やめたが復興したというところは地域に住んでいる人の顔が見え

なくなったと聞く。子ども会、婦人会、青年会というような会自体はあるが、顔を合わす機会がなくな

ったと。やめたのは失敗だった、だからもう一回やり直そうと、地域社会の中でみんなが集まり、顔を

合わす行事を大切にする。地域社会の中でみんなが集まれる行事というものを大事にしていかなければ

ならない。そうしたものを核にして活性化を考えていくというのが、すごく大事なことであろうとそん

なふうに思う。なので、この事業はうまくいけばいい事業になると考えている。 

ただ、流谷の場合で注意しなければならないのは、それぞれの行事の方向性を見出すのが難しい。事

務局で課題として調べていると聞いている八幡神社の祭礼や神宮寺の行事などを調べることで、中世的

な痕跡を見出すことができるのではないかと期待している。 

１０頁①勧請縄かけは伝統的な印象が強いが、②祈年祭や⑤新嘗祭などは地域社会で伝統的な行事な

のか、あるいは明治以降に強制的に形が整えられたものなのか。色んな行事があるなかで、色んな視点

から、伝統的なものを見出していく必要がある。現在は中間報告なので、今後の調査の進展を見ていき

たい。 

 

櫻井委員 

・祭礼は消えていっている。継承している人がいなくなる前に資料化しないといけない。 

樽野委員 

・パワーポイントに載せている絵図はいつ頃のものか。 

事務局 

・江戸中期のものである。 

樽野委員 

・里山を描いたものだが、山側が荒れているものが多いが、写真のものは綺麗。細かく見るとこういう

資料から里山の景観が見えてくるのではないか。 

小栗栖委員 

・中世に甲斐庄山郷と呼ばれていた地域を構成していたのが流谷と下天見。八幡神社の絵図を見ると、

入会地が出てくるのではないか。中世ではグループ村切りをしたときに２つに分けられない地域が、江

戸で入会地となる。流谷は村と村との関係を見て復元できていくのではないか。歴史の中で移り変わっ

ていく景観が見えてくるのではないか。 

小谷委員 

・大阪歴史博物館に摂津河内を含む山がどこにあるかという、すごく詳細で大きな絵図がある。 

樽野委員 
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・今の地図と合わせて見てみたら分かるのかもしれない。 

小谷委員 

・経塚はこの話の中に入らないのか。 

事務局 

・修験にまつわる行事があれば調査の対象となる。 

小谷委員 

・流谷八幡宮の文書はどのくらいの量が残っているのか。 

事務局 

・図書館で調査済みの中世の荘園寄進状が６点、江戸のものが５０点ほどある。 

中村委員 

・少子高齢化とともに住民の生産活動が変化しているなかで、祭礼が持つ意味は薄れてきている。指定

によって祭礼が支援されるのか。担い手がこちらを向いていない、市外地へ活動が移行している。必要

でないものが残されていると、その分魅力が薄れる。昔からのものと明治以降のものを分けて考える必

要があるのではないか。地域総代の担い手がいない。指定という周囲の人の気持ちはそっちに向かうが、

観客の立場であるので担い手がいないと廃れていく。八幡神社以外の薬師講等、指定ということで何ら

かの支援があるのか。 

事務局 

・指定をすることで、文化財としてオーサライズすることができる。地域の文化財として市として守っ

ていくものとすると、座学だけでなく、教育での授業、祭礼への参加、地域の子どもの参画が図れる。

祭礼を守るとなると資金面への支援が必要になってくる。若い世代や転出者にも目を向けてもらえるよ

うに、方向性を今後打ち出していくことが狙いである。 

中村委員 

・行政的な支援には指定以前にきっちりとした調査が必要。指定により地域にメリットがあればよい。 

事務局 

・順序を遵守していく。 

櫻井会長 

・根幹をなす祭りの精神性の継承、最終目標ではある河内長野の地理的な特質の一つとして国衙領とい

うものがある。荘園、寺社領で集落に独特なものを見出し、新しい特質を見出したい。文化的景観とい

う枠組みのなかで捉えることはできないのか。祭りだけではもたないと思う。文書等を使って特質をま

とめて何かを考えることを最後目標にしたらよいのではないか。文化的景観を流谷に。里らしい新しい

価値をつけてあげる。ないものの価値をつけることを考えるようにしてほしい。 

小谷委員 

・萱野荘という荘園の範囲がよくわからない。萱野荘氏という武士がいて、いわゆる楠木氏の一族で、

室町時代は畠山氏の家臣として武闘派と言われている。萱野荘のどこかに館があったはず。本拠地が見

つけられるなら見つけたい。小字調べとか、萱野荘の範囲とか含めて考え、流谷として、谷の問題も考

えて。応仁の乱のときの重要な人物であるし、色んな資料があるので活用していけば立体的な話になる

のでは。 

報告第２号 
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報告「流谷の歴史文化遺産保存活用地区」の保全（中間報告）について 

〈事務局説明〉 

 

櫻井会長 

・予算はどういう傾向にあるのか。人員は充足されているのか。 

事務局 

・平成２９年度烏帽子の整備があり、たくさん予算がついている。平成３０年度は通常の枠に戻ってい

る。財政難により平成３１年度は１５０万減。さらに令和元年度は２９０万ほど減。年々だいたい２０

０～３００万ほど減少している。令和３年度金剛寺の大玄関、境内復旧事業は別枠をとっているが、年々

減少傾向にある。 

櫻井会長 

・文化財で生きていく必要があるのに一律にカットしていくのか。 

事務局 

・包括予算ということで人件費も含めている。総額は減っているが、中身的には充実しているものもあ

る。文化財などの歴史遺産の活用は本市のアイデンティティであるため市長も大事にしている。予算の

確保にこれからも取り組んでいきたい。 

櫻井会長 

・人員は。 

事務局 

・人員は連携課をつくって協働することにより、対応していくよう進めている。 

 

報告第３号 

報告「令和２年度 事務の進捗状況について」 

〈事務局説明〉 

なし 

 

その他 

北川委員 

・日本遺産は結果こうなりましたという報告があったが、こういうのを考えています、というのはあっ

たのか。九度山町長から話は聞いていたが。 

事務局 

・言葉での説明はあったが、詳しいものは抜けていた。 

小栗栖委員 

・河内長野市は民俗的に興味深い地域である。できるだけ記録がとれるうちにやっていきたい。 

吉村委員 

・評価は市役所全体でやっているのか。 

事務局 

・総合計画は３８あり、毎年評価を行っている。外部評価をして、個別の計画ごとに評価しているので、
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地域計画を作ったら作りっぱなしではなく、どう評価し活かされているのかと。他の施策でもやってい

るものである。 

小谷委員 

・日本遺産とか面的な文化財保存が大きくなってきたと印象を受ける。個々の指定文化財の保存は落ち

着いてきているイメージ。市の指定の流れを見ると、指定物件の時期に波があるように見られる。今は

面的な仕事に移行しているのか。中世の歴史資料を指定するつもりはないのか。どういう計画か。 

事務局 

・まだまだ指定していくものがある。必要に応じて指定していきたいと考えている。 
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