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「子守明神祭礼絵巻」
（豊田市蔵／最新刊『通史編 近世』掲載）江戸時代の挙母祭りでは歌舞伎も奉納されました

戦後豊田市域の文化活動
豊田市は、全産業に占める自動車産業の割合が非常に高い
「クルマのまち」

ました。また西加茂郡の藤岡村では、
「人間再創造」「生活の為」
という考えに

もとづきレクリエーション大会が開催され、北設楽郡でも郷土文化の向上と

発展のために
『北設楽文化時報』
の発行が計画されました。

戦時中に一時中断を余儀なくされた野球も戦後になって
「平和日本建設」

資料編 近代Ⅱ』
）
。そこから元南海ホー

のスローガンと結びつけられ、特に挙母や藤岡などで再び盛り上がりをみせ
るようになります
（
『新修豊田市史

クス投手で
「史上最強のアンダースロー」
の異名を持つ杉浦忠が羽ばたいてい

として全国にその名が知られています。愛知県作成の
『平成三〇年度版 地域
経済分析シリーズ』
によると、市の製造品出荷額等は一四兆二四六三億円で、

きました。

るようになったことなどから、市域でのこうした文化活動は下火になってい

高度経済成長期に入り、産業の復興によって多くの市民が仕事に追われ

全国の市町村中の首位、都道府県と比較しても兵庫県に次いで全国第六位の
金額を誇り、その大半は自動車産業関連によるものです。
当然、市民の多くが豊田市を
「クルマのまち」
として強く意識しているこ

その一方で、この時期には文化財を保護しようという動きが大きな進展

きます。

高くはないという声もしばしば聞かれるように思います。しかし、市域では

を見せました。その背景には、開発事業の急速な進展や生活様式の変化に対

とでしょう。そうした声も多く聞かれる一方で文化に対する意識は必ずしも
古くからさまざまな文化活動が展開されており、そうした活動はアジア・太

端的に示す報道がなされています。昭和三十四年七月二十八日付の
『毎日新

する、文化財保護意識の高まりがあります。実際、市域を対象にそのことを

今回の
『新修豊田市史５ 通史編 現代』
でも、戦後復興期から高度経済

聞』
は
「無残な古墳群」
と題し、市内の矢作川周辺にある古墳群が開墾や盗掘

平洋戦争後も繰り広げられていました。
成長期にかけての市民あるいは旧豊田市による文化にかかわる活動を取り上

らせています。また、八月四日付の
『中部日本新聞』
は国の天然記念物で野見

で荒らされているものが多く、早急な保護を望む声が上がっていることを知

戦後日本では
「文化国家」
の建設がうたわれましたが、このことばには
「地

小学校の校庭にある法眼の松が、前年の春頃から枯れ始め、放置すると枯死

げました。ここではその一端をうかがってみたいと思います。
方文化の向上」
をはじめ、
「個人の完成」「人格の陶冶」
あるいは生活の刷新、

する可能性が高まったため、近く現状変更の許可を取って枝を切り払う等の

昭和九年一月二十二日に当時の史蹟名勝天然記念物保存法にもとづいて

改善などの意味がありました。当時市域でもそうした意味で文化的であろう
挙母文化協会の活動があります。中心人物のひとりであった矢頭琴治は、昭

天然記念物に指定された法眼の松は、結局、昭和三十四年九月二十六日の伊

対策が施されると報じています。

和二十四年
（一九四九）
一月創刊の雑誌
『挙母文化』
の中で、
「郷土文化高揚の

勢湾台風が命取りとなり、十月十四日に豊田市教育委員会から指定解除の申

とする人びとによってさまざまな活動が展開されましたが、その一つとして

ために精進」
することを協会の目的として掲げていました。

昭和三十四年七月末に豊田市社会教育審議会において文化財の保護につ

請書が提出され、その後に切り倒されました。

俳壇
「もみぢ」
が誕生しています。旭村では村民の文化に対する意識の向上と

いての話し合いの機会が設けられ、文化財保護条例を制定して早急に対策に

一方この頃、東加茂郡の足助町では野田子悠
（寛湖）
が中心となって足助
人間社会に対する認識の深化とを目指し
「旭村公民館文庫」
の設置が準備され
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長坂貞一へ文化財保護条例の制定を求める陳情書が提出され、文化財の保存

三十四年七月三十一日付）
。翌月には豊田市社会教育審議会長から豊田市長

乗り出すよう豊田市に働きかけることが決定されました
（
『毎日新聞』
、昭和

で申請通りそれぞれ指定を受けていることもこの綴りからわかります。

志賀町が四月十五日付で祭礼用山車の文化財指定の申請を行い、十月一日付

の調査にあたることが挙げられています。さらに高橋町・平井町・百々町・

こうして昭和三十五年に豊田市文化財保護条例が制定され、これをきっ

れ、その調査を経て、願正寺のマツや若宮神社あるいは挙母神社のクスノキ

や民俗資料などを保護するために第一回豊田市内文化財保護調査が実施さ

別の綴りからは、昭和四十一年一月八日から十七日にかけて市内の巨木

かけに昭和四十五年から昭和五十二年にかけて、小原・藤岡・足助・下山・

などが市の指定を受けていることが判明します
（
「昭和四十年度起 文化財に

や活用のために必要な措置を講ずることが目指されました。

旭・稲武の各町村でも同様の条例が定められることになります。
文書からその一端をうかがうことができます。このうち
「昭和三十八年度四

査などについても詳しく述べ、戦後豊田市域の文化にかかわる活動を描きま

『通史編 現代』
では、これらに加えて市立図書館の設立や文書資料の調

関する綴り 社会教育課」
）
。

月起 文化財に関する綴 社会教育課」
を見ると、昭和三十八年七月四日に

した。

その後の旧豊田市の文化財保護をめぐる動きは、文化財課に残された公

文化財保護委員会が開催され、豊田大塚古墳の調査などについて協議されて
いることがわかります。昭和三十八年は六世紀以降の古墳としては西三河で

財団法人豊田文化協会
『衣』
創刊号
（財団法人豊田文化協会、一九八〇年）

【主要参考文献】

れにかかわる記録が散見されま

文部省編
『学制百二十年史』（ぎょうせい、一九九二年）
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最大規模となる豊田大塚古墳の発掘調査が実施されたため、この綴りにはそ
す。豊田大塚古墳の発掘調査に

大串潤児
「戦後の大衆文化」（吉田裕編
『日本の時代史

戦後改革と逆

ついては
『 資料編 考古Ⅲ 』や

コース』
、吉川弘文館、二〇〇四年）

藤岡町誌編纂委員会編
『藤岡 世紀のあゆみ』（豊田市、二〇〇八年）
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（現代部会 特別執筆員 久保正明）

深津三郎編著
『続 板倉塞馬全集』（私家版、二〇一二年）
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『通史編 原始』
でも取り上げら

慣・生活様式・食物・儀式など

の中でも口碑・伝説・風俗・習

区長宛の文書の中で、民俗資料

されました。推薦を依頼する各

た文化財保護委員会で申し合わ

ることが十二月十日に開催され

結成して民俗資料の調査にあた

て会員を募り、豊田市史談会を

また各区からの推薦によっ

れています。

『挙母文化』創刊号（昭和24年1月）

天平九年（七三七）の疫病対策と三河国
昨年以来の新型コロナウイルスの流行は、これを執筆している五月中旬
現在、愛知県では三度目の緊急事態宣言の真っただ中にあり、いまだ終息の
気配をみせていません。
当初、これほどまで社会的に深刻な被害と影響を与えるとは思っていま
せんでしたが、日本の歴史をひもとくと古来から、人々が疫病
（ウイルス）
の
流行によりたびたび苦しめられていたことがわかります。今からおおよそ
一三〇〇年前の奈良時代にも、同じように疫病が流行し、未曾有の被害をも
たらし社会に深刻な影響を与えたことが、六国史の一つ
『続日本紀』
に記され
ています。

報伝達がなされていたはずです。

それは、単に疫病や災害を報告し

すい かん

朝廷で記録するだけではなく、た

さい こう

とえば戸令や賦役令には、水旱や

災蝗の被害によって稲が稔らな

かった場合に、租・調・庸
（役）
の

免除が規定されていたからです。

つまり、政権にとって人的被害は

税の減少につながりました。ちな

みに、
租は各郡の倉庫に収められ、

調・庸は都へ運脚によって運ぶ義

務があり、それを国司が全て帳簿

につけ朝廷に提出する義務があり

時の政府がとれた政策は、山川や神仏への祈祷のほか、賑給という食料支給、

しん ごう

ました。しかし、疫病流行時、当

いものの、
『続日本紀』
に七月丁丑
（五日）
伊豆国が飢え疫み、同月壬午
（十日）

「大赦」
という罪人を赦す恩赦、それに税や公私出挙稲の未払い分の免除など

ここに取り上げる天平九年
（七三七）
の三河国の疫病は、直接の記事がな
駿河が疫み飢える記事
（写真１）
から推測できるものです。
そもそもの発端は、

でした。

みの

天平七年
（七三五）
太宰府管内で発生した
「疫瘡」
でした。稲が稔らず、夏から

めとする四兄弟が相次いで死亡し、その政権は瓦解するという状況にまで陥

は筑紫から平城京で再び大流行し、政権を担当していた藤原武智麻呂をはじ

ます。その後、翌八年にいったん終息したかにみえましたが、同九年四月に

冬にかけて全国で
「豌豆瘡」
のため死者が多くでて、俗に
「裳瘡」
というとあり

６ 資料編 古代・中世』
には採録できず、
『通史編 古代・中世』（二章二節）

切ろうとしたのかがわかる、興味深い史料です。長文ゆえ、
『新修豊田市史

宣抄』
第三に収録されたこの官符は、当時の政権がどのような対処法で乗り

司に対して、疫病に対処するために出された一通の太政官符です。
『類聚符

それ以外の対策として注目されるのが、六月二十六日に東海道などの国

も がき

りました。つまり、西から東へと、九州から人の移動の根幹である交通網を

では要旨を記したに過ぎないので、ここに改めて
『 新訂増補国史体系 （
』吉川

わん とう そう

通じて疫病が大流行したわけです。このことから、三河国の東、伊豆・駿河

弘文館）
に掲載されている原文全文を読み下し、紹介してみます。

合わせるに疫に臥するの日の治身及び禁ずる食物等の事漆条

（ 七）

太政官符す東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海等道の諸国司

国が疫病の流行があるのに、それよりも東海道でつながっている西の三河国
が無事だったとは、後述するように東海道に対して疫病対策の官符が出され
ていることからも、考えにくいでしょう。
当時、地方の行政官である国司などからまとめて、都へ逐一被害状況の情

27
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写真1 『続日本紀』天平9年7月丁丑・壬午条
（国立公文書館所蔵）

あか まだらがさ

おこ

おこり やまい

か

ゆ

なま ざかな

い

しし

いい

あわ

なまのくだもの

ねぎ

くら

一、粥饘并に煎り飯・粟等の汁、温冷意に任せ、用うべきは好みなり。但

い

か

にら

一、凡そこの疫病赤班瘡と名づく。初め発りし時、すでに瘧疾に似たり。
（肢体腑臓）

し鮮魚・宍及び雑生菓・菜を食うことなかれ。また水を飲み氷を喫

かさ

未だ出でざる前、臥床の苦しみ、或いは三・四日、或いは五・六日。

うこと得ざれ。固く戒め慎むべし。それ痢に及ぶの時、よく韮・葱

ほしいい うるちの

もちごめ

瘡出づるの間、また三・四日を経、支体府蔵、はなはだ熱くして焼

や

くら

ゆ

を煮多く食うべし。もし、赤・白痢に成らば、糯粉八・九を和せ、沸

や

ひ

おこ

けるが如し。この時に当り、冷水を飲まんと欲す。
〈固く忍びて飲む

ま

そ

かして煎らしめ、温くして飲むこと再三。また糯糒・粳糒、湯饘を

すみやか

た

ことなかれ。
〉
瘡入りて癒えんと欲し、熱気漸くして息む。痢患さら

き

以てこれを湌え。もし止まざること有らば、五六度用い、怠緩有る

ぶ

に発り、早に療治せざれば、ついに血痢を成さん。
〈痢発るの間、或
は

ことなかれ。
〈それ糒は舂き砕き、麁を全うせしむることなかれ。
〉

し

いは前或いは後、定むる時有ることなし。
〉
それとともに発る病、ま

（二十）

すなわ

しばしば

かく らん

ただ

い、并に水を飲むことおよび洗浴、房室、強行、歩みて風雨に当た

一、病癒ゆるの後、廿日を経るといえども、輒ち鮮魚・宍・生菓・菜を喫

つき

一、凡そこの病は、定めて飲食悪く、必ず宜しくしいて喫うべし。患の

むしろ

る

た四種有り。或いは咳嗽
〈志波夫岐。
〉
或いは嘔逆
〈多麻比。
〉
或いは吐

発りより始めは、灸火海松并に擣塩屢口中に含み、もし口舌爛れる

すのこ

あ ぶ り み

血、或いは鼻血。これらの中、痢これ最も急なり。宜しくこの意を

といえども、用うべきこと良かれ。
おさ

知りて、よく救治に勤むべし。
こう きん

ふ

一、肱巾并に綿を以て、よく腹腰を勒え、必ず温和せしめ、冷寒せしむ
ることなかれ。

い

ゆ

ふ

へん じゃく

ることを得ざれ。もし過犯有らば、霍乱必ず発り、さらにまた下痢す。

謂う所の勢発、
〈さらに動の病、名付けて労発と曰う。
〉
兪附・扁鵲、
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一、舗設既薄なれど、地上に臥すこと無く、ただ床上にて、簀・席を敷き、
ふ

臥し息むことを得よ。

写真２ 『類聚符宣抄』巻三（東京大学史料編纂所所蔵）

ほし あわび か つ お

先述したように東海地方では、七月五日に伊豆国が飢え疫み、十日には

あぶ

あに禁断することを得ん。廿日已後、もし魚・宍を喫わんと欲すれ

この当時、中国伝来の漢方薬などの知識はありましたが、天然痘に対す

まん えん

駿河が疫み飢える記事が
『続日本紀』
にみえているので、この官符が受け取ら

じ

ほし きたい

ば、まずよく煎り炙りて、然る後食うべしと。余の乾鰒・堅魚等の類、
あ

れたまさにその時期、三河国でちょうど蔓延していた頃と推定されます。な

ほし にく

煎るや否や皆良し。
〈乾脯また好し。
〉
但し鯖及び阿遅等の魚は、乾腊

お、この官符に西海道がないのは、すでに九州では終息を迎えていたからで

みそ

ゆ

有りと雖も、慎しみて食うべからず、
〈年魚は、煎り炙りても喫うべ
しょう。

そ みつ

あ

からず。
〉
それ蘇蜜并に豉等は禁例に在らず。
一、凡そ疫病治さんと欲し、丸散等の薬を用うべからず。もし胸の熱有

る科学的な知識は勿論ありませんでした。ここには、天然痘にかかった場合

の症状は詳細であり、その対策として食物のことは詳しいですが、七条目で

らば、僅に人参湯を得るのみ。
以前、四月已来、京及び畿内ことごとく疫病に臥し、多く死亡すること

は丸散等の薬は使用禁止で、わずかに人参湯のみの規定しかありません。そ

すなわ

有り。明らかに諸国佰姓またこの患に遭うを知る。仍ち件の状を条し、国こ

れまでの既存の薬物では、対処しきれないことが経験値としてわかっていた

ひゃくせい

れを伝送し、至らば宜しく写し取り、すなわち郡司主帳已上一人を差し使に

のかもしれません。

（ 達ヵ）

ちなみに、都には典薬寮が置かれ、官人の医療を担当し、薬物を扱い官

つかわ

充て、早に前の所に逯し、留め滞ること有ること無からしむべし。それ国司
部内を巡行し、百姓に告示し、もし粥饘等の料無ければ、国量りて宜しく官

人の疫病の治療に努め、薬園を管理していました
（職員令 典薬寮条）
。薬園

しん ごう

従六位下守右大史勲十一等壬生使主

物を賑給し、具さに状し申し送らしむべし。今すなわち官印を以てこれに印
し、符到らば奉行せよ。
（男人）

には薬草が植えられ、諸国に採薬師を置いて薬を貢献させていたことがわか

ります
（医疾令逸文 ・ 条）
。諸国からの貢献物にも薬の項目があり
（賦役

でしょう。文中の
「兪附」
は中国の黄帝の時の名医、
「扁鵲」
は中国の戦国時代

天平九年の年紀から、先述した天然痘の大流行に対するものとみてよい

このうちのいくつかは、今の豊田市域、つまり賀茂郡や碧海郡北部で採薬さ

るので、
当時の三河国から採れた薬草などの種類を推し量ることができます。

（総集編部会古代・中世班 執筆協力員 西宮秀紀）

天平九年という年は、当時の市域の人々にとっても大変な年でした。

しても軽かった者だけが生き残り終息したのです。

いずれにせよ、悲惨で流行をきわめた天然痘は感染しなかったか、罹患

れ、郡から国へ送られ、都に輸送されたのかもしれません。

その症状について、二・三条目は患者の生活上の注意点について、四・五条目
は飲食物の細かい指示について、六条目は回復後の飲食物や生活上の注意に
ついて、七条目は服用薬物の使用法について、です。四月以来、京と畿内で
大流行し死亡者が続出しているのに対して、この官符内容を記録し、国衙に
これを伝送し、到着したら書写し郡司主帳
（四等官）
以上一名を派遣して速や
かに通達する一方、国司は国内を巡行して百姓に告示し、もし粥などにする
米が無ければ、国司は官物を賑給することを命じています。
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44

令 条）
、
『延喜式』（巻 典薬寮） 参河年料雑薬条には諸国から毎年すすめ

52

正四位下行右大弁紀朝臣
（二十）

37 22

の名医をさします。全体は七条から成っています。一条目は、疫病の病名と

天平九年六月廿六日

20

られた薬のリストがあり、三河国で貢進された薬物のリストが挙げられてい

35

代・中世部会それぞれの総括というべきものでし

・西宮秀紀
「 石神遺跡出土木簡等で明らかに

講 演

なった古代
「鴨評」
と人々の姿」

た。資料として冊子を作成しました。
第三七回は、
『資料編 近代Ⅲ』の刊行にとも
について紹介があり、地籍帳・人口・戦争と地震

・水野智之
「室町時代の豊田市域 奉公衆・寺

「コロナ禍」のなかの市史講座
令和二年度の市史講座は、新型コロナウイル

に着目した講演が行われました。年配の方は、実

社による地域支配」

・松島周一
「平安末・鎌倉・南北朝期の豊田

ス感染症拡大状況
（いわゆる
「コロナ禍」
）
下での開

体験が重なることもあり、相づちを打ちつつ熱心

なうもので、講演に先立ち羽賀部会長より資料編

催となりました。開催にあたって、豊田市では小

に聴講される姿も散見されました。

・安藤 弥
「中世豊田の宗教世界 地域・民衆

の沿革」

・村岡幹生
「真相が明らかになった大給松平家

市域」

規模で、参加者が特定でき、消毒や咳エチケット、
換気などの感染症防止対策を講じることが求めら
れました。そこで、参加者を会場の収容人員の半

記念
「遺跡から読みとく豊田のはじまり」

講演者による座談会

・愛甲昇寛
「豊田市内に所在する金石文」

信仰を中心に」

日会場では、入場時の検温、出入口に手指消毒液

日 時 九月十三日
（日）
午後一時～午後四時

●第 回
『新修豊田市史１ 通史編 原始』
刊行

を配置、常時マスクの着用、座席は一メートル以

会 場 崇化館交流館

分以下としたうえで、事前予約制としました。当

上の間隔をとる、換気のため窓・出入口を常時開

講 演

●第 回
「近代豊田の土地と人びと 地籍帳・人

「
『通史編 古代・中世』
を作成して」

放する等々の対策を講じる異例の市史講座となり

・川合 剛
「豊田のあけぼの」
・川添和暁
「定住生活の始まりと土器文化の

参加者 七三名

ました。
第三五回と第三六回の市史講座は、通史編の

口・災害」
・加藤安信
「弥生時代の人々の暮らしと社会」

講演等

会 場 豊田市中央図書館 参加者 五七名

日 時 十一月一日
（日）
午後一時半～午後四時
・森 泰通
「古墳を築いた時代」

・羽賀祥二
「
『新修豊田市史 資料編 近代

Ⅲ』
の刊行を終えて」

・溝口常俊
「 明治十七年地籍帳による豊田市

各地区の土地利用」

・鈴木 允
「人口から見た近代の豊田」

ら紐解く」

刊行記念
「史資料からみた豊田の古代・中世」
参加者 八六名

・服部亜由未
「戦争×地震 豊田市民の記憶か
会 場 崇化館交流館

日 時 十月三日
（土）
午後一時半～午後四時

●第 回
『新修豊田市史２ 通史編 古代・中世』

「
『通史編 原始』
を作成して」

講演者による座談会

展開」

37
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35

36

刊行にともなう記念すべき講座で、原始部会、古

第35回・第36回講演冊子

通史編 近世
―
――――――――――――――

刊行市史の購入について

（内容）
論文三編
（沖積低地の古代集落遺跡と平

行しました。Ａ４判、販売価格は七〇〇円です。

令和三年三月に
『豊田市史研究』
第十二号を刊

商人や豪農のかかわりや、彼らが支えた茶道など

を結びつけました。舟運や馬稼ぎによる在郷町の

で市域を抜けるように流れる矢作川や街道が村々

主の支配地が入り混じった地域でした。そのなか

※新刊販売開始時期はＨＰをご覧ください。

部書店
（※詳細はＨＰへ）

見館
（喜多町）／中央図書館
（西町）／市内一

／民芸館
（平戸橋町）／近代の産業とくらし発

市史編さん室
（陣中町）／郷土資料館
（陣中町）

■

安時代の洪水／御料林経営と民有下戻し／内陸都

の文化交流の様相を、自治区や個人に伝わった古

既刊本も好評発売中

左記にてお買い求めください。

市豊田の暑さに関する気候学的解析）
、研究ノー

文書を中心に、社会や宗教の面にも触れて解説し

新修豊田市史概要版
『豊田市のあゆみ』

近世の市域は挙母藩をはじめとする複数の領

ト一編
（豊田市の古墳時代資料調査補遺）
、資料紹
ます。

『豊田市史研究』
第十二号刊行案内

介四編
（初めて確認された豊田市の
「旧石器」／豊

販売価格：二一〇〇円

資料編
『考古Ⅰ』『考古Ⅱ』『考古Ⅲ』

Ｂ５判
―
――――――――――――――

通史編 近代

田市への名称変更にかんする史料／巴ヶ丘小学校

現在の豊田市は近代においては東加茂郡・西

別 編
『美術・工芸』『建築』『自然』

■

設立にかかわる二・三の覚書き
（２）／猿投神社所

加茂郡・碧海郡・北設楽郡・額田郡・恵那郡とい

蔵聖教典籍のアーカイヴズ化）

車工業へと、産業の発展とともに変化していく時

いも大きな特徴です。養蚕から製糸、そして自動

いった異なる特性を持っており、暮らしぶりの違

『近代Ⅲ』『現代Ⅰ』『現代Ⅱ』

『近世Ⅲ』『近代Ⅰ』『近代Ⅱ』

資料編
『古代・中世』『近世Ⅰ』『近世Ⅱ』

通史編
『原始』『古代・中世』

販売価格：四五〇〇円

Ａ４判

代における市域の様子を年代ごとに紹介します。

販売価格：四〇〇〇円

別 編
『民俗Ⅰ』『民俗Ⅱ』『民俗Ⅲ』
通史編 現代
■

菊 判

―
――――――――――――――

号

令和三年八月 発行

『新修豊田市史だより
 』第

豊田市生涯活躍部
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で検索！

豊田市にとって現代という時代は、自動車関
連産業の発展にともなって大躍進を遂げた時期に
当たります。
昭和の大合併によって市域が拡大し、
昭和三十四年
（一九五九）
一月に挙母市から豊田市

豊田市史編さん室

う別々の郡でした。その地域は山間部・平地部と

完結します！

〒四七一―〇〇七九 愛知県豊田市陣中町一―一九 ―
一

通史編

市への移行により、名実ともに大都市としての道

ＴＥＬ 〇五六五 ―三六 ―〇五七〇

文化財課 市史編さん室

最新刊の第十回配本
『通史編 近世』『通史編

を歩み始めました。こうした豊田市の姿を戦後復

E-Mail:shishihensan@city.toyota.aichi.jp

ＦＡＸ 〇五六五 ―三 一 ―〇一六二

近代』『通史編 現代』
が刊行されると、原始から
ここでは各巻の内容をご紹介します。

興期から描き出していきます。

へと市名を変更、平成十年
（一九九八）
四月の中核

28

現代まで歴史を通読できるようになります。

荒山1号墳の石室
（公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興
財団 愛知県埋蔵文化財センター提供）

