
 １６番、山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   先日、約１０日ほど前に、新しい議会の構成が決まりました。

あの日で、私はちょうど４２年と９カ月たちました。私もいろいろ考えて、長い間、議員をや

りながら、質疑をし、意見を申し述べて過ごしてまいりましたが、この際、これまでやってま

いりました発言、その他について、過ちがあれば正すべきだと考えることになりました。そ

れで本日は、町長の方へ提出いたしましたように、流鏑馬（やぶさめ）保存会に対する助

成の問題を取り上げたいと思います。 

 まず初めに、流鏑馬について、町長がどのようなご認識をお持ちかを伺いたいと思いま

す。私も偉そうに、流鏑馬と言いますが、流鏑馬を直接見たことはございません。テレビ等

で見るだけで、大体２町歩ばかりのところを馬に乗って、その上で手綱を放して弓矢を射

る。そして、走っていく馬場の左側にあります、まと３カ所を射抜いて駆け抜けるという行

事であります。 

 ところが、私は先ほど言いましたように、現実を見たこともありません。テレビで見ただけ

ですので、図書館に行きました。図書館にあります「国史大辞典」を見てまいりました。 

それを紹介しますと、西暦１０９６年に、白河院が流鏑馬を京都の城南宮離宮で行った

と、これが最初だといわれております。城南宮離宮というのは、名神でいうと、京都南イン

ターの近くでございますが、これが約９００年ほど前の話でございます。ところが時代が室

町時代になると、合戦が弓矢から鉄砲に変わっていきました。そのために、流鏑馬がすた

れて、武術というよりは、神事となって地方に残ったとありました。まさに、もともとは馬に

乗って敵を射るための訓練を受けた方が、まとを立てて射抜いたということでございました

が、それが形骸化して、神事として地方に残ったといわれております。 

 時代がずっと後になります。先ほど言いました１０９６年から６３２年ほど後に、徳川幕府

の８代将軍、徳川吉宗が再興して、西暦１７２８年、今の東京、当時の江戸の高田馬場の

穴八幡で実施したと載っておりました。その後のことは歴史辞典には載っておりません。

私が知っております流鏑馬というのは、辞書を見たこととあわせて、これぐらいであります。

町長は流鏑馬について、どのようにご認識していらっしゃるか。まず最初に伺いたいと思

います。 

 問いを５つ出しておりますが、最初、１回だけ立っていただければ、あとはご自席で結構

でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      質問は最初に全部述べてください。 



○１６番（山田 眞澄君）   流鏑馬神事についてお尋ねして、その中の、まず流鏑馬に

ついて、町長はどういう認識を持っていらっしゃるかということをお尋ねしたんですが、全

部というのはどういう意味ですか。 

○議長（三宅 耕三君）      通告が、質問事項として、流鏑馬保存会助成についてとなっ

ております。そして５つ項目があります。これを全部述べていただいて、答弁を求め、そし

て再質問に入っていただくという手順になっております。 

○１６番（山田 眞澄君）   そうですか。はい。 

今言いましたように、東員町で猪名部神社の春祭りに上げ馬神事が行われております。

これが今から約８００年ほど前から始まったといわれております。８００年前といいますと、

西暦では１１９０年から１２００年、ちょうど時代は８２代の後鳥羽天皇の時代であります。

もっとわかりやすくいいますと、源頼朝が征夷大将軍になり、鎌倉幕府を開いた時期でご

ざいます。東員町史に、江戸時代末期（天保時代）のことまでを記録した「北勢現記」が引

用されております。 

その中に、今でいう大字、当時は村といっておりましたが、大字ごとに書いてあります中

で、北大社村については、猪名部神社の祭礼は８月１８日と書かれております。さらにそ

の後、東員中に残っているのは、全部、東員史に載っておりますが、明治５年３月、北大

社の庄屋が百姓代、年寄り、３名と連署で、あて名は三重県御役所、これは今の県庁の

ことです。三重県庁に出した北大社村明細帳には、猪名部神社、ただし２月２日、祭礼、

まえやしろと読むのか、ぜんしゃと読むのかは知りませんが、前社八坂神社神明社、６月

１５日、８月１８日、祭礼とあります。 

これを見ても明らかなように、８００年前どころか、明治以前には、上げ馬神事は行われ

ておりません。私が調べたところでは、明治１０年代の中ごろ、そのころから始まったと聞

いております。現在の南北大社で、あのおうちが乗ったということを知っておる人がたくさ

んおります。ただ、そのおうちの方々は、神社の主幹者が古い古いというので、沈黙して

おります。逆らっては悪いと思って黙っております。だから、８００年前に始まったというの

が流布しております。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 東員町には、もう一つこれがあります。今、鳥取の西の方、桑名信用

金庫から北の方へ、笹尾の西の入口の方へ行く道路があります。あの道路の真ん中ご

ろで、右手、東の方を見ると、田んぼの中に墓が１つあります。これは個人がやったこと



ですが、大木の城主、青木駿河守（するがのかみ）の墓だと書かれております。その時は、

私は非常に反対したんです。町費の助成をやめよと。個人が勝手に何を言おうと、おれ

が神武天皇の孫だと言っても構わない。けど、町費を出すということは、公の機関が、そ

のうそを裏づけるものだと。やめよと、何遍か言ったんですが、とうとうそこへ金が出まし

た。このように、うそを町が認めると、それは本物になってしまう。このことは歴史を書き

かえる非常に危険なことです。 

ところで、北大社の猪名部神社の上げ馬が、私の知る限りでは１００年以上前から続いて

おるんです。これは立派なことなんです。昨日今日始まったことやないんです。１００年も

続いておることは立派なことで、それで胸を張れば私はいいと思う。８００年というような、

べらぼうな話をしなくてもいいのではないかと思います。 

そして、春祭りに行われます上げ馬神事というのは、私の知る限り、農民は深くこれを

支持しております。氏子はもちろんです。私は北大社の東の山田です。その東が瀬古泉、

その東が穴太、筑紫と、かつて大社祭りには、みんな歩いて、昔の道でいうと丸山道を通

って北大社へ行ったものです。丸山道はどこか。役場の西にある橋のところから、役場の

南側を通って、私の家の真南を瀬古へ抜けて、瀬古から筑紫へと抜けていく。北勢線で

いうと、星川の急なカーブがあります。あのカーブのすぐ南側に小さい村がありますが、

あそこへ通じる道です。この道を必ず歩いて、皆さんは大社へ参ったんです。 

これは何か。戦前では、農民は自然災害に対して全く無力でした。干ばつ、大雨、病虫

害、これに対しては全く無力で、ただ、神にすがるしかなかった。それが、この大社祭りで

は、上げ馬の初めの方が上がったのか、中の馬が上がったのか、終わりの方で上がった

か、これと稲作の早生、中手、奥手をあわせて、初めが上がれば今年は早生がいいとか、

初めと中が終わって、最後に上がったら、今年は奥手がいいとか、そういうことを豊作を

念じながら、あの上げ馬を見ておったわけです。あの周りにおったわけです。 

これは農民の素朴な願いです。そして必死の願いです。こういう上げ馬神事を、例えば

観光の資源にしよう。観光というのは、私ら、今生きている者が金が入るように、来た人か

ら金が落ちるように考えることでありますが、これとは全く無縁の神事であり、これを観光

に結びつけるというのは、宗教に対する冒涜だと私は考えます。いろいろな神事がありま

す。それで豊作を占うというのは、全国各地で見られます。 

いよいよ本題に入ります。 

昭和４０年ごろだったと思います。たしか１年、２年は違うかもしれません。北大社で、上

げ馬神事をやめようという動きがありました。そしたら、やめるなという南大社の、若い人



が多かったと思うんですが、夜中に北大社の区長、今でいう自治会長のところへ乗り込ん

でいって、直談判をやったというでき事がありました。戦後、平和になって、みんなが喜ん

で、またこれが盛大になってきた。そしたら戦前と違って、年貢を出さなくてもいい。戦前よ

りはるかに豊かになってきた。そのために、大社祭りや、みんな来てくれと、親類をみんな

招待した。 

そして、あのころですから手製の料理を振る舞い、お酒をどんどん飲んでもらって、家

の主は一升瓶をぶら下げて、道へ出てくる。知った顔を見ると、まあ一杯、うちへ来て飲め

と。こういうことが行われておりました。私も一遍、若かったので、大社祭りを見に行った。

そしたらひっつかまえられて、ダメだというのに、一升瓶を口へ押しつけられて、一升瓶と

歯の間でくちびるを切った覚えがある。・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・それから行かんようになったんですけども、経済的にこれは非常に負担です。

今と違って、電話で持ってきてもらうんじゃなくて、うちでつくるんですから、女性は大変で

す。準備、あと片づけを含めて。そういう中で、北大社はもうやめると言い出した。南大社

は怒って怒鳴り込んだ。そういう時代がありました。 

その時に、名前は言うなという話ですけど、申し上げます。悪口を言ったわけじゃないの

で。当時の北大社出身の２人の村会議員、石垣季次さんと伊藤三次さん、お二人が私に、

何とかこういう状態だから、乗り子の衣装を直す金もないから、何とか町費で助けてもらえ

んかと、こういう話がありました。 

私自身も、酒を飲まされるのは嫌ですけれども、上げ馬神事は農民と非常に密着した

行事ですから、これは残した方がいいとずっと考えておりました。それで、お二人の依頼を

受けて、一生懸命考えたんです。多度神社は、当時、多度祭りにお金は出しておりません

でした。困り困って考え抜いた。馬が走るんだから、よし、そしたら流鏑馬の名前を使おう

というので、流鏑馬保存会という名前をつくって、これなら町費で出せるやろうということか

ら始まりました。 

ただ、その時にもう一つ条件をつけた。それは、上げ馬の乗り子です。それぞれの地区

からみくじがおりて、子ども２人が乗り子になります。もとは小学校の高等科を出た子が乗

ったような話を聞きますが、新制中学校３年生を出た子が乗り子に決まる。 

そこで何が行われるか。まず、女はダメだということで、員弁川でみそぎをして、乗り子

だけで、今の言葉でいうと合宿していた。それはいいんです。神様だから、身を清めるとい

う形で。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

やぶさめ保存会をつくって、そこへお金が出たら、賢いわ。当時、木村俊夫さんという代

議士が見えました。この方は、員弁・桑名で非常に名の通った方です。流鏑馬保存会の

会長だったか、顧問やったか知らんが、木村俊夫さんの名前を使ってポスターをつくって、

北勢線沿線に全部張り出した。それは皆さんに案内をするので、木村俊夫さんの名前を

使おうと、そんなことは木村先生も別に怒らんかったと思いますし、そういうことが行われ

ておりました。 

それから約４０年近くたちましたが、上げ馬は流鏑馬じゃないということです。流鏑馬と

いうのは、馬に乗って弓矢でまとを射落とす。これが流鏑馬であって、北大社には流鏑馬

はありません。流鏑馬保存会という名前をつくったのは私です。これが反省の第１点で

す。 

もう一つ、困った困ったと先ほど言いましたが、それは何かといいますと、上げ馬という

のは大社祭りの重要な神事です。本殿の前でお参りするのも１つです。もちろんです。そ

の後のこの行事は、大切な大社祭りの行事なんです。神事です。 

ここに、私のところへ送られてまいりましたはがきがあります。議員の皆さんも、町長、

ほかの皆さんにも案内がいっていると思います。猪名部神社から大社祭りの案内状です。

読みます。初めの方は抜きます。 

猪名部神社春の大祭を再興いたしますので、万障お差し繰りの上、ご参列を賜り、伝

統の県無形民俗文化財神事を拝観くださるよう、ここにご案内申し上げます。 

神事というのは神の事と書きます。神事を拝観くださるよう、ここにご案内を申し上げま

す。猪名部神社の宮司の石垣方寛さん。それからその後に、東員町流鏑馬保存会会長

の名前で来ております。皆さん、ご存じだと思います。 

・・・・・・・上げ馬は神社の最も重要な儀式の一つ。神事である。はっきりおっしゃっている。

ついでに言いますと、その後に付議として、第４０代天武天皇皇居跡と書いてある。天武



天皇は吉野から桑名を通って関が原へ行った壬申の乱のもとですけども、桑名でとどまっ

たということは記録にありますが、員弁郡の東員町の北大社に皇居があったって、とても

考えられません。 

これはともかくとして、だから神社ってどうだったかといいますと、明治以前の神社は一

族の先祖を崇拝する場所、尊敬する場所、非常に素朴な宗教でございました。ところが明

治になりまして、天照大神（あまてらすおおみかみ）を天皇の祖先とする国家神道にこれ

が変わってまいりました。 

東員町史にもありますが、村々には一族のお宮が幾つかありました。山田も８つほどあ

りました。これは大山家の氏神、ここは伊藤家の氏神、ここは岩田の氏神。町内に幾つか

ありました。それをみっともない小さなお宮は困るというので統合しました。そして神社の

大きさによって、官幣大社とか、あるいは国営大社、下は村社、合社まで、神社に格付を

行いました。小さな神々はそれぞれに統合され、今でも皆さんご存じだと思いますが、そ

れぞれのお宮さんでは合祀祭というのを行います。これは統合した時の名残りです。 

こうして国家神道が成立して、それ以外の宗教は非常に抑圧されました。昭和２０年ま

でに抑圧された宗教を簡単に申し上げますと、京都亀岡市にある大本教の本殿というの

ですか、一番の根拠地、そこは完全に破壊されて、教祖は逮捕され、投獄されております。

また、創価学会の初代の会長も逮捕されております。私どもの属します浄土真宗では、阿

弥陀仏と天皇陛下とどっちが偉いんやと、お説教する場所へ特高警察が入って、そういう

抑圧を受けました。全くむちゃくちゃな理屈で抑圧されてきたわけです。 

こういう宗教と政治の関係の反省の上で、現在の憲法はできました。現在の憲法の第２

０条、信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受

け、また、政治上の権力を行使してはならない。その３項に、国及びその機関は、宗教教

育、その他、いかなる宗教的活動もしてはならないと規定されております。こうして昭和２

０年までの国家神道と政治の関係の反省の上で、信教の自由と国家権力の介入を厳しく

憲法で禁止したわけであります。 

関口精一さんという方がいらっしゃいます。この方がたしか玉串料だったと思うんです

が、玉串料を持っていくのは憲法違反だと、訴訟を起こしました。最高裁までいって、最後

は玉串料を払うことを認めなかったんですが、これは、この町にも大きな影響を与えまし

た。町長は、そのころ職員でいらっしゃったので、よくご存じだと思います。 

それまでは例えば小学校とか保育園とか、橋をやるに当たっては、無事を祈って神式

で起工式を町費でやっておりました。けど、この裁判が終わってからは、受けた業者が、



みずからの考えるやり方で起工式をやっております。それは、もう我々の町が関係すると

ころではありません。そのように変わっております。 

ここで、今、宗教と政治との関係を明確に申し上げました。大社祭りの上げ馬神事は完

全な日本神道の宗教儀式です。これへ町費を出すのは間違いです。流鏑馬保存会という

名前を使いましたが、流鏑馬もやってない。だから、やってない流鏑馬の保存会があるわ

けがない。これに私は深く関与しております。できた時に。これの反省の上に立って、この

助成をやめるように求めるものであります。 

最後に、先ほど憲法２０条をご紹介しましたが、地方自治法第２条１６項を見ますと、地

方公共団体は、法令に違反して、その事務を処理してはならないと明確に規定されており

ます。東員町議会というのは、町長に対して非常に優しいんです。町長が提案されると、

まず９０％以上は無条件で通っていきます。始まって以来、約４０年近く、私は議会におり

ますが、見ておりますと、この問題について質問した人もない。疑問を提供した人もない。

まして反対の意見を述べた人もない。静かにずっと来てるわけです。だが、ここで一遍、あ

りもしない保存会に、憲法に違反して助成を出す。これはやめるべきであり、町長が提案

されますと、優しい議会は、せっかく町長が提案したんだからといって賛成していくわけで

す。これは事実なんです。それについて、提案する町長も法を犯しております。我々議会

も法を犯すわけです。お互いに法律違反を行わないように、まず町長が提案をやめられ

るべきだと考えます。 

以上について、ご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）    山田議員からの流鏑馬保存会への助成についてのご質問に

お答えをいたします。 

 まず、流鏑馬をどう認識しているかという１点目でございますけども、流鏑馬ということに

関しましては、現在、桑名市の多度町が行っております。多度祭りの５月４日、５日ではご

ざいません。別の日に流鏑馬を行っております。だから、私は流鏑馬というものも見させて

いただいております。多度が行っておるのは、プロが馬にまたがって、３つのまとを弓で砕

く、当たることをやっております。東員町の大社祭りで流鏑馬がないのではということでご

ざいますけど、これは私の主観になるかもわかりませんけど、南大社のたて番場、これが

流鏑馬という認識をいたしております。ただ、そのたて番場でまとを射抜いておるかという

ことになりますと、まとは射抜いておりません。けども、それが流鏑馬やということで認識を

いたしております。 



 そういうことで、２点目からご答弁をさせていただきます。 

猪名部神社の流鏑馬・上げ馬神事の由来は、東員町史によりますと、元久年間（１２０

４～１２０６）に、員弁郡司進士行綱が東員町大木に館を構えて、青少年の士気を鼓舞せ

んとして、追野原で行ったのが始まりといわれております。 

 町としては、この流鏑馬・上げ馬神事につきまして、歴史的に見ましても、大変重要な無

形民俗文化財と認識をいたしており、町文化財調査委員会の答申もいただきまして、町

の無形民俗文化財に指定を行いまして、流鏑馬保存会を指定団体に認定いたしたところ

でございます。 

また、歴史的価値から県の指定がふさわしいと考えまして、県へ答申し、調査をいただ

いた結果、平成１４年３月１８日に、県指定の無形民族文化財の保持団体として、流鏑馬

保存会が認定を受けたところでございます。 

町といたしましては、歴史的伝統行事であります流鏑馬・上げ馬神事を後世に伝え、保

存するため、昭和４８年当時から流鏑馬保存会に助成を行っておりますが、憲法２０条の

規定のとおり、政教分離の観点から、特定の神社とか仏閣を助長する支援でもなく、あく

までも流鏑馬保存会への補助であり、文化財の保護と活用により、町民の文化財に対す

る理解と関心を図ることを目的としている補助金でございますので､この補助金の支出に

よる効果は地域振興であることから､合憲と認識をいたしておりますので、ご理解のほど

お願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      山田議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   私が最初に申しました、室町時代からこちらは戦争方法が

変わって、武術よりも神事になっていったと申し上げました。これは、今、町長がおっしゃっ

たように、１２００年ごろ、大木で始まって、あくまでも若い者の武術を上げるための行事だ

った。員弁郡司が始めたということは読みました。それがいつの間にかすたれて、猪名部

神社の神事の中に形を変えて取り込まれていった。その点では、私が最初申し上げまし

たことと矛盾はないと思います。 

ただ問題は、南大社で行われるたて番場の馬駆けです。あれは普通に馬駆けと言って

ますね。上げ馬と馬駆けと、私らはそうやって、周辺の者は言ってるんです。先ほど多度

の例を挙げられました。これは私、知りませんでした。教えていただいたんですが、流鏑馬

をやるんでも、多度祭りで乗り子がやるのではなくて、流鏑馬ができるプロに来てもらって、



規定どおりのところを馬に乗って走って、馬上から矢を射る。これはそうなんです。多度祭

りで上げ馬をやってます。これは神事です。ところが、それでやってる乗り子では流鏑馬は

できないんです。確かに昔、流鏑馬をやっていた名残りが、南大社で、善意に解釈すれば

残っているかもしれません。ところが、あれはどうやって見ても、馬を走らせるだけです。

競馬が流鏑馬だというむちゃなことはおっしゃらんと思いますが、あれはどう見ても乗り子

が乗って馬が走るだけなので、あれを流鏑馬というのは少し強引じゃないでしょうか。いか

がでしょう。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 流鏑馬の認識の点を南大社のたて番場を申し上げただけであって、保存会に対する助

成というんですか、名称が流鏑馬保存会となってますので、そういう格好になると思うんで

すけど、基本的には、私どもが出しておる４０万円でございますけど、特定の宗教を助長

するものではない、という解釈でございます。ただ、こういうことはいろいろの裁判、先ほど

玉串料の裁判とか、極端なことをいうと、総理大臣の靖国神社の参拝、みんな同じなんで

すけど、このことに対しては実は判例はないわけですね。玉串のことに対しては判例が出

たということでございますけど。そんなことから、「目的効果基準」の観点から、直接的な援

助ではない。また、援助していても、特定の宗教を助長するための援助ではないというこ

とから、私どもは憲法違反ではない、合憲ということで思っておりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      山田議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   上げ馬やなくて、南大社のたて番場を走るのは、とおっしゃ

いました。あれも含めて、猪名部神社の春の大祭の神事なんです。神社の行事なんです。

行事というのは失礼な言い方かもしれません。神事というのは、そういうことだと思います。

例えばあれは、まず、私は流鏑馬ではないということが一つと、あれ自体が神社の重要な

儀式なんです。大社祭りの春の祭りから、上げ馬と馬駆けを取ったら、いわゆる大社祭り

は成り立たないわけです。それほど重要なポイントを占めているのに、それの助成を出す

というのは、特定の宗教、特定の寺社に対する助成というのではないでしょうか。お気持

ちはわかりますよ。私も馬駆けは残したいと思ってます。ただ、それを町費で出して助成を

するのは、果たしていいのかどうか。私はまずいと思うんですが、もう一度、お尋ねしま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 



○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほど答弁させていただきましたように、一つの宗教、特定の宗教を助長するものでは

ない。私どもが出させていただいている補助金については。ということで、法律を犯してお

るということは、私どもは考えておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      山田議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   くどくなりますから、これ以上はやめます。 

ただし、あれを流鏑馬と見られる点は、町長と私は意見が違います。ただ、憲法第２０

条の特定の宗教に対する助成はダメだという点では、認識が一致していると思います。私

は、あれは神社にとって欠くことのできない重要な一部だと考えてますが、町長は別だと

おっしゃる。ここのところだけが違うと思います。この認識の違いだけ、合うところと合わん

ところとはきちんとした上で、私の質問は終わりたいと思います。私の認識の仕方で間違

いがあればおっしゃっていただきたい。 

 

 


