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第 2章 文化資源の把握調査の概要                

 文化資源の把握のために今までさまざまな調査が行われていますが、詳細なもの、修理

工事に伴うもの、現況確認の悉皆
しっかい

的なものなどその内容や構成は多岐にわたります。ここ

では、自治体史の概略を記述した後、文化財の種類にそってその概要を記します。 

 （1）自治体史 

現在の備前市は、平成 17(2005)年に備前市・日生町・吉永町の合併により誕生しました。

合併後の自治体史の編纂はおこなわれていませんが、合併以前の各地区の町村においては

編纂事業がおこなわれました。現在までに刊行されているものを地域ごとに編纂時期を追

いながら以下に整理します。 

昭和 26(1951)年に片上町と伊部町が合併し備前町となる年に、『片上町史』と『伊部町

誌』がそれぞれ各町で発行されています。なお『伊部町誌』は大正 2(1913)年にその前段

階のものが個人で製作されています。その後、昭和 30(1955)年に 備前町、伊里町、香登

町、(和気郡)鶴山村、(邑久郡)鶴山村が合併して備前町となり、また日生地区は日生町と

福河村が合併し現在の日生町が誕生しました。『日生町誌』は昭和 26(1951)年、『三石町史』

は昭和 34(1959)年に発行されています。吉永地区は昭和 29(1955)年に和気郡吉永町・神根

村・三国村の 1町 2村が合併し吉永町となりました。その後、『吉永町史』は昭和 59(1985)

年～平成 9(1997)年の間に通史編 4冊、資料編・民俗編各 1冊の全 6冊として刊行されて

います。町史以前に『神根史考』が昭和 13(1938)年、個人で発行されています。 

各町村史は、編集の段階で細部が省略されているものもあり、町村史の原稿や調査資料

の再把握は今後必要になります。 

 また、現備前市を含む旧和気郡については、『和気郡誌』が明治 42（1909）年に発行さ

れました。その後、『和気郡史』通史編上巻と資料編上巻が昭和 56(1981)年に、資料編下

巻が昭和 58(1983)年に、通史編中・下巻が昭和 59(1984)年及び平成 14(2002)年に計 6冊

発行されています。現備前市では平成 3(1991)年に『備前市二十年の歩み』が発行されて

います。 
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（2）文化資源に関する調査 

①有形文化財 

ａ．建造物 

建造物に関しては、昭和 41（1966）年に御滝山真光寺本堂並びに三重塔、昭和 47(1972)

年に大滝山三重塔解体修理、防災施設の改修が行われ修理報告書が発行されました。 

平成 25(2013)年～平成 27(2015)年にかけて日光山正楽寺山門・鐘楼
しょうろう

・手水舎の屋根の

葺き替え工事が行われ、その修理報告書が備前市教育委員会から刊行されました。平成

27(2015)年には松尾山松本寺理性院本堂内の保存修理工事が行われ、結縁
けちえん

灌頂
かんじょう

の堂宇で

あるとの調査報告書が備前市教育委員会等によって発行されました。 

 

ｂ．美術工芸品 

平成 2(1990)年度からの岡山県教育委員会による岡山県社寺所有資料調査が行われ、浄

光山妙国寺と日光山正楽寺の所持する絵画・彫刻・工芸品・書籍・典籍・古文書等の文化

財についての調査が行われ、報告書が刊行されました。仏像に関する調査は、平成 23(2011)

年度に国の雇用創出の交付金を使い悉皆的調査を行った結果、市内 22寺院の約 370体の仏

像が確認され、概要が報告書になりました。令和元(2019)年から令和 2(2020)年度にかけ

て市内寺院を対象とした仏画・肖像画の悉皆的調査を行い、137幅(仏画肖像画以外の物 9

幅を含む)、岡山県立美術館寄託の 1幅、岡山県立博物館寄託の 24幅、計 162幅を把握す

る事ができました。この調査は倉敷市立美術館学芸員前田興氏の指導を受け、仏画の評価

を行っているもので、今後も継続していくことで指定等の基礎的資料となる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25(2013)年度から令和元(2019)年度にかけて備前市所蔵旧役場資料のマイクロフ

ィルム化のための撮影が岡山県立記録資料館によって実施されました。正宗文庫について

は個人と国文学研究資料館による調査が実施され正宗文庫所蔵の典籍分類に関する目録が

令和 2(2020)年度仏画・肖像画調査の様子 
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平成 7(1995)年に発行されています。 

平成 7(1995)年度から平成 9(1997)年度にかけて備前焼の年銘調査、宮獅子調査、中近世

の年号を彫込んだ備前焼の調査を、委員会を組織した上で行い、報告書を刊行しています。 

 

ｃ．建造物（近代化遺産） 

岡山県近代化遺産総合調査が平成 15（2003）年度・平成 16（2004）年度の２ヵ年にわた

って岡山県教育委員会により実施され、三石耐火煉瓦株式会社事務所棟・煙突ほか、三石

煉瓦拱渠群、船坂トンネル、旧三石尋常高等小学校講堂(現、三石小学校講堂)、正宗文庫、

旧万代医院などが報告されました。 

 

②無形文化財 

備前焼作家・窯元の実態把握のため、備前焼陶友会によって備前焼実態調査が平成

9(1997)年に実施されました。 

平成 25（2013）年に備前市指定無形文化財「備前焼の製作技術」を指定し、保持者を認

定した際、現役で活動する備前焼作家の活動状況を事前調査しました。 

 

③民俗文化財 

民俗分野では『和気郡史資料編 下巻』、『吉永町史 民俗編』、『日生町誌』において記述

があるほか、平成 2(1990)年に発行された『井田(資料集)』や平成 21(2009)年に発行され

た『伊里 自然と歴史』、平成 24(2012)年に発行された『東鶴山風土記改訂版』等、各地

区や個人による冊子も作成されています。 

令和 2(2020)年度は、備前民俗調査委員会によって民俗文化財が調査されました。新型

コロナウイルスの感染防止のため、多くの祭礼が中止となったため、現地調査は 2例のみ

となりましたが、文献調査とアンケート調査により、市内全体の祭礼の現状を把握する事

ができました。備前民俗調査委員会によって報告書がまとめられ、今後の調査の基礎的資

料とする事ができました。 

備前焼の近世・近代の製作道具の調査が 3か年かけて備前市歴史民俗資料館が中心とな

り実施され、備前市教育委員会によって平成 30(2018)年に報告書が発行されました。 
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令和 2(2020)年度 熊山山塊踏査の様子 

④記念物 

ａ．遺跡 

 備前市における遺跡の調査は、備前市教

育委員会が平成 11(1999)年頃より断続的

な窯跡の分布調査、遺物採取や窯跡の略測

を実施し、伊部南大窯跡、伊部西大窯跡、

伊部北大窯跡、山崎窯南遺跡、医王山東麓

窯跡、不老山窯跡、また平成 24(2012)年に

備前市内の窯跡分布調査に関する調査報告書を発行しました。さらに佐山新池窯跡群・佐

山東山窯跡の発掘調査が岡山理科大学生物地球学部考古学研究室によって実施され、平成

25(2013)年～平成 29(2017)年にかけて報

告書が発行されました。 

また、岡山県古代吉備文化財センターに

よる長縄手遺跡の発掘調査が平成 5(1993)

年、平成 11(1999)年、平成 14(2002)年に実

施され、平成 17(2005)年に報告書が発行さ

れました。備前市内の中世の城館跡に関す

る調査は平成 25(2013)年度に実施され、岡

山県古代吉備文化財センターの岡山県中世

城館跡総合調査によって『岡山県中世城館跡総合調査報告書 第 1冊 備前編』に市内 14

か所の中世城館の調査報告が令和 2(2020)年 3 月に掲載されました。このほか、平成

16(2004)年度に策定した「史跡伊部南大窯跡整備基本構想」に基づいて、令和 3(2021)年

度まで、「中世備前焼総合調査事業」を実施しています。 

井田跡で計画されている農業排水施設整備事業に関連して文化財保護法による確認調査

を実施しています。これに加え開発に伴う井田跡の景観維持を図るための協議や、水路の

石垣の現状を確認する基礎調査、井田に関する文献調査を実施しています。今後も数年か 

ｂ．動物・植物・地質鉱物 

植物に関する調査は、岡山県植物誌研究会によって平成 24(2012)年末までに備前市けて 

内で確認された植物の目録が作成されました。動物・地質鉱物に関しての体系立てた調

査は備前市内では実施されていません。 

旧吉永町と旧日生町では天然記念物についての冊子が発行されています。 

令和 2(2020)年度 井田跡水路現状調査の様子 
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【表 2-1】自治体史類報告書等一覧 

年度 市史・町史関連 報告書類 埋蔵文化財 地域グループ 

明治４２ 

（１９０９） 
○和気郡誌（私立和気郡教育会）       

昭和２６（１９５１） 
○片上町史（編纂委員会） 

○伊部町誌（報道委員会） 
      

昭和２７（１９５２）     ○伊部南大窯址発掘資料（日本陶磁協会）   

昭和３４（１９５９） ○三石町史（編集委員会）       

昭和３６（１９６１）   
〇特別史蹟並びに国宝及び重要文化財閑谷黌講堂

外四棟保存修理（第一期）工事報告書（岡山県） 
    

昭和３７（1９６２）   

〇特別史蹟並びに重要文化財閑谷黌聖廟閑谷神

社々殿及び石塀保存修理（第二期）工事報告書（岡

山県） 

    

昭和４０（１９６５） 
〇加子浦の工業化―岡山県日生町

の場合―（地域研究会） 
      

昭和４１（１９６６）   
○重要文化財真光寺本堂保存修理工事報告書 

○重要文化財真光寺三重塔保存修理工事報告書 
    

昭和４３（１９６８）   〇備前の刀（備州長船美術刀剣研究会）     

昭和４６（１９７１）   ○閑谷学校史（刊行会）     

昭和４７（１９７２） ○日生町誌 ○重要文化財大滝山三重塔防災施設工事報告書 ○不老山古備前窯跡（岡山県）   

昭和４９（１９７４）   〇日生諸島の民俗(岡山県) 
○東備西播開発有料道路建設事業実施にともな

う埋蔵文化財報告 
  

昭和５２（１９７７）   〇岡山県民俗地図（岡山県）     

昭和５３（１９７８）   

〇岡山県の近世社寺建築（岡山県） 

〇岡山県「道標（みちしるべ）」調査報告書（岡

山県） 

〇岡山県埋蔵文化財発掘調査報告 25（山陽自動

車道建設に伴う発掘調査１備前市荒神社東遺

跡）（岡山県） 

  

昭和５４（１９７９）   
〇岡山県文化財総合調査報告 天然記念物編１７

(岡山県) 
    

昭和５５（１９８０）   〇旧閑谷学校歴史資料目録(岡山県)   

〇ふるさとの思い出写真

集明治大正昭和備前（図

書刊行会） 

〇備前市の仏たち（備前

郷土研究の会） 

昭和５６（１９８１） ○和気郡史資料編上巻（刊行会） 〇岡山県文化財総合調査報告１８（岡山県）     

昭和５８（１９８３） ○和気郡史資料編下巻（刊行会） 
〇岡山県文化財総合調査報告２０（金光町・吉永

町・中和村・八束村・川上村）（岡山県） 
    

昭和５９（１９８４） 

○和気郡史通史編下巻Ⅰ（刊行会） 

○吉永町史資料編（刊行会） 

○吉永町史民俗編（刊行会） 

  ○亀井戸廃寺確認調査報告書（備前市埋報２） 
〇わたしたちの村の歴史 

（郷土史研究グループ） 

昭和６０（１９８５）   〇日生町の文化財（日生町教育委員会） ○船山遺跡発掘調査報告書   

昭和６１（１９８６）     ○亀井戸遺跡確認調査報告書（備前市埋報３）   

昭和６２（１９８７） ○日生のあゆみ 〇備前市の文化財     

昭和６３（１９８８）     ○備前市文化財年報（１）（備前市埋報４）   

平成元（１９８９）   〇岡山県の民謡（岡山県）   
〇香登お歯黒（香登お歯

黒研究会） 

平成２（１９９０） ○吉永町史通史編Ⅰ（刊行会） 

〇民俗資料選集１８（盆行事１岡山県） 

〇岡山大学産業経営研究会研究報告書（通号２５）

（岡山大学産業経営研究会） 

    

平成３（１９９１）         

平成４（１９９２）   

〇岡山県歴史の道調査報告書第１集（山陽道）（岡

山県） 

〇岡山県社寺所有資料調査報告書２（岡山県） 

    

平成５（１９９３）   〇岡山県社寺所有資料調査報告書３（岡山県）     
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平成７（１９９５）   
〇岡山県文化財総覧（岡山県市町村振興協会） 

〇備前市の文化財 改訂版 
    

平成８（１９９６） 
○吉永町史通史編Ⅲ（刊行会） 

〇岡山県風土記 
      

平成９（１９９７） ○吉永町史通史編Ⅳ（刊行会） 
〇中国の民俗 岡山県編（日本民俗調査報告書集

成）（三一書房） 
    

平成１０（１９９８） ○備前市二十年の歩み        ○備前焼紀年銘土型調査報告書（調査委員会） 
〇わがまちの文化遺産

（文化協会） 

平成１３（２００１）     ○船山遺跡（岡山県埋報 155）   

平成１４（２００２） 

○和気郡史通史編中巻Ⅰ（刊行会） 

○和気郡史通史編中巻Ⅱ（刊行会） 

○和気郡史通史編中巻Ⅲ（刊行会） 

○和気郡史通史編下巻Ⅱ（刊行会） 

○和気郡史通史編下巻Ⅲ（刊行会） 

  ○山崎古窯跡（岡山県埋報 167）   

平成１５（２００３）     
○伊部南大窯跡周辺窯跡群確認調査報告書Ⅰ

（備前市埋報５） 

〇みんなで考えよう備前

市・和気郡のあした（備

前市・和気郡合併調査研

究会） 

平成１６（２００４）   
〇中国地方の近世社寺建築１（鳥取・島根・岡山）

（鳥取県、島根県、岡山県） 
    

平成１７（２００５）   〇岡山県の近代化遺産（岡山県）  〇史跡伊部南大窯跡整備基本構想   

平成１８（２００６） ○吉永町史通史編Ⅱ（刊行会）   

○北大窯跡・西大窯跡調査概報（備前市埋報６） 

○伊部南大窯跡周辺窯跡群確認調査報告書２

（備前市埋報７） 

  

平成１９（２００７）   〇岡山県の会陽の習俗（岡山県）     

平成２０（２００８）     
○国指定史跡伊部南大窯跡発掘調査報告書（備

前市埋報８） 
  

平成２１（２００９）       

〇伊里 自然と歴史（非

売品）（伊里マップ作り

の会） 

〇備前ふるさと探訪（非

売品）（個人発行） 

平成２２（２０１０）   ○特別史跡旧閑谷学校保存管理計画書（岡山県）     

平成２４（２０１２）   ○備前市仏像調査報告書 
○医王山東麓窯跡群発掘調査報告書（備前市埋

報９） 

〇東鶴山風土記改訂版

（改訂版東鶴山風土記編

集委員会） 

平成２５（２０１３）   
〇岡山県の近代和風建築（岡山県） 

〇備前市植物目録 

○山崎窯南遺跡（備前市埋報 10） 

○備前窯詳細分布調査報告書（備前市埋報 11） 
  

平成２６（２０１４）    〇備前市歴史文化基本構想     

平成２７（２０１５）   〇旧閑谷学校石塀修理報告書（岡山県）     

平成２８（２０１６）   

〇備前市文化財レポート 2016【年報】 

〇松尾山松本寺理性院学術総合調査報告書（松尾

山松本寺理性院学術総合調査委員会） 

〇備前市寺社建築調査報告書Ⅰ 日光山正楽寺 

〇佐山東山窯跡群第５次発掘調査概要（岡山理

科大学考古学研究室） 
  

平成２9（２０１７）   

〇備前市文化財レポート 2017【年報】 

〇備前市寺社建築調査報告書Ⅱ 松尾山松本寺理

性院 

〇医王山東麓窯跡群発掘調査報告書Ⅱ（備前市

埋報 12） 
  

平成３０（２０１８）   

〇備前市文化財レポート 2018【年報】 

〇備前焼の製作道具調査報告書 

〇近世遺跡調査報告書―交通・運輸・通信業―（文

化庁） 

〇不老山窯跡発掘調査報告書遺物補遺篇（備前

市埋報 13） 
  

平成３１（２０１９）   〇備前市文化財レポート 2019【年報】   

〇地域活性学会研究大会

論文集 

（地域活性学会） 

令和２（２０２０）   

〇岡山県中世城館跡総合調査報告書第１冊（備前

編）（岡山県） 

〇備前市文化財レポート 2020【年報】 

    

令和３（２０２１）      〇史跡備前陶器窯跡保存活用計画書   


