
日時：令和3年4月9日　午前10時00分から

場所：養父市役所本庁舎３階　第２委員会室
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１　発表事項

２　資料配布

養父市　定例記者会見



養父市記者発表資料（発表・資料配布） 資料番号 

発表日 担当部課（室）名 電話（内線） 発表者職氏名 
（担当者職氏名） 

４月９日（金） 経営企画部秘書課 
079-662-3168

（1206） 

課長 羽渕 猛 

（主査 谷隈由美子 ）

養父市長の資産公開について 

「政治倫理の確立のための養父市長の資産等の公開に関する条例」にもとづき、養父 
市長の資産を別紙報告書により公開します。 
なお、閲覧開始日が４月１２日（月）となっております。 



養父市記者発表資料（発表・資料配布） 資料番号 
発表日 担当部課（室）名 電話（内線） 

発表者職氏名 

（担当者職氏名） 

４月９日（金） 
教育部 

社会教育課 
079-664-1628

　課長 中村文明 

（主査 松岡淳平） 

青谿書院のモミの木の年輪展示資料の製作について 

１ 概 要 

 青谿書院のモミの木は、弘化４年（1847）青谿書院の開塾を記念して池田草庵と塾生によ

って植えられたものです。青谿書院のシンボルとして親しまれてきましたが、平成 30年 10

月に枯死したため伐採しました。樹齢は 171年です。 

 伐採から２年が経過し、保管していたモミの木材が乾燥したことから、年輪をみせる展示

資料として、衝立１点と座卓１点を製作しました。 

 青谿書院のシンボルであったモミの木を、輪切で保存し、年輪を見せて展示します。モミ

の木の年輪には、青谿書院開塾からの草庵先生やその門人たちが活躍した時代、そして現在

までの歴史が刻まれています。作成した資料は、青谿書院記念館で展示します。 

２ 製作した展示資料  

○衝立

根本付近の幹である直径約 1,200mm の木材を利用しました。輪切りした円盤状の幹を支

持台に乗せて固定し、衝立として年輪を見せています。支持台は青谿書院のモミの枝材を使

用しました。衝立の規模は、高さ 1310mm、幅 1270mm、奥行 500mmです。 

○座卓

幹の上部である直径約 750mm の木材を利用しました。上部に直径 900mm の専用ガラス天

板を載せ、テーブルとしました。脚部は青谿書院のモミの木の枝材を使用しています。高さ

320mmです。 

３ 青谿書院のモミの木について 

 弘化 4年（1847）６月８日、池田草庵先生は自身の生地である宿南に私塾「青谿書院」を

開きました。以降、草庵先生が亡くなる明治 11 年（1878）まで、600 人を超える門人が青

谿書院で寝食を共にして勉学に励みました。 

モミの木は、青谿書院の開塾を記念して、草庵先生と北垣国道などの門人によって塾舎の

前庭にカシ・マツとともに植えられたものです。草庵先生は冬になっても青々と茂るこれら

の木々を特に好まれたといわれています。モミの木の高くまっすぐに伸びる姿は青谿書院

のシンボルとして親しまれました。 

 しかし、平成 27年頃から徐々に樹勢が衰え、平成 30年（2018）に樹木の葉が無くなって

枯れたことから、同年 10月 9日に伐採しました。伐採時のモミの木は、高さ約 26ｍ、幹回

り約４ｍです。 



４ 展示場所・見学情報 

養父市立青谿書院記念館に展示しています。 

【養父市立青谿書院記念館の見学情報】 

○所在地   養父市八鹿町宿南 171 

○開館時間  　10:00～16:00 

○休館日   週５日開館で、火・水曜日休館 

＜冬期（12 月 16 日～３月 15 日）は土・日曜日のみ開館＞ 

○入館料   無料 

○見学問合せ 宿南地区自治協議会 079-662-3400

○文化財指定 名称：青谿書院 指定：兵庫県 指定年月日：昭和 45年 3月 30日

５ 問合せ先 

養父市教育委員会教育部社会教育課 電話：079-664-1628 

（担当：谷本・松岡） 



○衝立

○座卓



養父市記者発表資料（発表・資料配布） 資料番号 
発表日 担当部課（室）名 電話（内線） 

発表者職氏名 

（担当者職氏名） 

４月９日（金） 
教育部 

社会教育課 
079-664-1628

　課長　 中村文明

（主査 松岡淳平） 

史跡八木城跡殿屋敷地区から出土した木簡について 

１ 概 要 

 史跡八木城跡殿屋敷地区（殿屋敷遺跡）では平成27 年度から歴史公園として整備を進め

ています。整備工事を進めるにあたり、遺跡の内容を明らかにし、整備方法を検討するた

めに発掘調査を実施しています。 

 令和２年度は、南堀に沿って積まれた石垣の形状や構造、堀の規模等を明らかにするこ

とを目的として、10月から12月まで館の中心部を取り囲む方形（四角形）の堀の南西部分

で調査を行いました。 

 西堀・南堀の埋土からは漆器や下駄、板状の木製品など、多くの木製の遺物が出土しまし

た。なかでも板状に加工した木材に墨で文字が書かれた「木簡」が出土したことが特筆され

ます。木簡の年代は 16世紀中頃から後半と推定しています。出土遺物の中で特に重要な木

簡３点について発表します。 

＜調査の概要＞ 

遺 跡 名：殿屋敷遺跡（史跡名称：史跡八木城跡、指定年月日：平成９年３月６日） 

遺跡の所在地：養父市八鹿町八木 

調 査 期 間：令和２年 10月 13日～12月 11日 

  調 査 面 積：146㎡ 

主な出土遺物：土器（土師器等）、木製品（漆器、下駄、木簡、杭、加工木等） 

２ 出土した木簡の概要 

（１）木簡１

木簡１は下部が欠損します。上部は圭頭（低い三角形）に加工し、頂部から３cm 程下に

釘穴があります。残存する長さは 76.7cm、幅 7.5cm、厚さは５～７mm で、板目材を用いて

います。墨書面は丁寧に削って平滑に加工していますが、裏面は明瞭な加工痕跡は確認でき

ず、剥ぎ取った面が残ります。墨書は「□
梵字

大 □
般ヵ

若経十六善神延命□□
護ヵ

」の 13 文字が確認

できますが、墨の流出が進んでおり、多くはわずかに浮き出た文字の痕跡となっています。 

（２）木簡２

木簡２は下部が欠損します。上部は圭頭に加工しています。残存する長さは 30.1cm、幅

6.7cm、厚さは 6.5～８mmで、板目材を用いています。墨書は、墨がほぼ残っておらず、文



字の痕跡がわずかに浮き上がった状態から「 □
梵字ヵ

奉転読」と判読できます。「転読」の下には

「大般若経」が続くと推測しています。 

（３）木簡３ 

 木簡３はほぼ完存するものです。長さ 22.5cm、幅 4.3cm、厚さは６mm で板目材を用いて

います。上部は圭頭に加工し、下部は先端を「Ｖ」字形に尖らせて加工します。墨書のある

面は比較的丁寧に加工していますが、裏側は剥ぎ取った面が残ります。墨書は明瞭で「三界

万霊十方至聖」（さんがいばんれいじほうししん）と書かれています。 

※□は判読が難しいが文字と認識できるもの。□の上に推定される文字を示します。 

 

○木簡の類例について 

 奈良文化財研究所が公開する木簡のデータベース・検索システム「木簡庫」を利用して、

殿屋敷遺跡で出土した木簡にみられる文字の項目ごとの類例を確認しました。「十六善神」

や「三界万霊」は各６点で、全国的にみても少ないものです。兵庫県内では姫路市の豆田遺

跡で 17点の木簡が出土しており、15世紀初頭の年号をもつ大般若経転読札や仁王経の祈祷

札等が確認されています。 

 

  ＜文字項目ごとの出土例＞ 

   ・「大般若経」  ２３点 （「大般若」では３３点） 

   ・「十六善神」   ６点 

   ・「奉転読」   ２０点 （「転読」では４７点） 

   ・「三界万霊」   ６点 

   ※「奉転読大般若経十六善神…」などひとつの木簡で複数の項目が含まれるものは、 

    それぞれの項目で重複してカウントしています。 

 

３ まとめ 

 出土した木簡は「大般若経」、「転読」、「三界万霊」など、墨書された文字から仏教の法要

で使用された祈祷札と考えています。「大般若経」は 600巻にも及ぶ仏教最大の法典で、真

読または転読することで除災招福や護国を祈り、「三界万霊十方至聖」は衆生の生きるすべ

ての世界の霊を広く供養するもので施餓鬼法要にも用いられています。今後も検討が必要

ですが、これらの木簡は、八木城主八木氏が主催となって執り行った繁栄祈願、死者供養の

一端を示すと考えられ、注目すべき遺物です。 

 今後も発掘調査の成果を検討しながら、史跡八木城跡殿屋敷地区の歴史公園整備を進め

ていきます。 

 

４ 史跡八木城跡殿屋敷地区（八木城主館）の概要 

 殿屋敷遺跡は八木城主八木氏の館跡です。八木地域は鎌倉時代から戦国期、天正８年（1580）

まで活躍した八木氏の本拠地です。殿屋敷遺跡は、八木城跡・土城跡とともに「中世の山陰

地方の政治史と城郭史を示す貴重な遺跡」として平成９年に国指定史跡となりました。指定

範囲には、鎌倉期の地頭館を中心とする殿屋敷遺跡、豊臣期の石垣を持つ八木城跡、八木城

跡の詰城にあたり戦国期の城郭の特徴を残す土城跡の３つの遺跡があり、中世の各時期の

遺構が良好に遺存しています。 

 殿屋敷の城主館はこれまでの発掘調査等から、堀が周囲に巡る方形館であることが確認



されています。堀に囲まれた館の中心部は約 80ｍ四方で、堀は幅約 2.5～６ｍ、深さ約 0.6

～2.5ｍです。堀は完全に埋没して水田や畑として利用され、堀の下部は地下水が豊富で木

製遺物が残りやすい環境になっていました。 

 殿屋敷遺跡で発掘した石垣は、豊臣大名である別所氏が築いた八木城の石垣と比べて古

い特徴を持っています。堀に囲まれた方形館は但馬では他に類例がなく、さらに堀に伴う石

垣を持つ事例は全国的にも希少な事例です。出土遺物から、館の最終時期は概ね 16世紀中

頃から第３四半期であると考えています。 

 

５ 問い合わせ先 

 養父市教育委員会教育部社会教育課 電話：079-664-1628 

 （担当：谷本・松岡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○木簡の出土した堀跡と堀の内側に築かれた石垣 

 

○南西隅部から館の中心部をみる 

 

 



○木簡の出土した堀跡と石垣（正面の山上が八木城跡） 

 

○発掘調査風景（木簡の出土した堀跡） 

 

 



○木簡１ 

 

○木簡３ 

 

 



○出土した木簡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木簡１ 

木簡２ 

木簡３ 
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