
年 西暦 月日 で  き  ご  と 主な典拠

明治4 1871 5月23日 政府が「古器物保存方」を布告。 『埼玉県行政史』第１巻

3月9日 埼玉県（旧）が職員を県内に派遣し、社寺の現状及び什宝の調査を実施。 『埼玉県行政史』第１巻

4月17日 埼玉県（旧）が著名な名所旧跡等の樹木の濫伐・破壊を禁止。 『埼玉県行政史』第１巻

明治8 1875 2月 埼玉県が「埼玉県史料」編さんの一環として、県内の古城跡・陣屋跡・古関跡・碑文銘

などを調査。
『埼玉県行政史』第１巻

明治11 1878 3月13日 埼玉県が「什物取締心得書」を県内に頒布し、県社・郷社及び式内社の什物の調査を神

官・氏子総代・戸⾧に依頼。
『埼玉県行政史』第１巻

5月19日 内務省が「県社以下神社幷寺院共所蔵ノ宝物古器古文書等」を取調べ、目録帳を提出す

るよう、地方⾧官に通達

埼玉県行政文書

5月23日 埼玉県令が内務省通達を承け、「県社以下神社幷寺院共所蔵ノ宝物古器古文書等」を取

調べ、目録帳正副二通を提出するよう、郡役所・戸⾧に通達

埼玉県行政文書

明治13 1880 7月6日 内務省が「古社寺保存内規」を制定し、古社寺保存資金交付を決定。 『埼玉県行政史』第１巻

明治18 1885 6月6日 埼玉県が「古墳等の保存方」を布達し、古墳の発掘をみだりに行わず、万一石槨や土器

が露出したり、開墾中に古墳が発見されたりした場合には、詳細な図面等を添えて届け

出るよう、指示。

埼玉県行政文書（『新編埼玉県史資料

編25』398）

明治23 1890 4月7日 埼玉県が「社寺保存金取扱方内規」を布達。 『埼玉県行政史』第１巻

4月 内務省が「古社寺並著名ノ社寺及名所旧蹟ノ建築物並碑碣及著名ノ宝物類ニシテ保存ヲ

要スベキモノ」の調査を地方⾧官に訓令

埼玉県行政文書

4月19日 埼玉県知事が内務省訓令を承け「古社寺並著名ノ社寺及名所旧蹟ノ建築物並碑碣及著名

ノ宝物類ニシテ保存ヲ要スベキモノ」の調査を郡役所に訓令

埼玉県行政文書

6月3日 内務省庶務局⾧が「官有名勝地旧蹟地又ハ古墳地」に碑の建設を出願する者があった場

合の取扱を埼玉県知事に通達

埼玉県行政文書

12月9日 内務省社寺局⾧が明治12年内務省通達により届出た社寺宝物古器物古文書目録帳に登載

した案件の加除につき、通達

埼玉県行政文書

明治29 1896 4月18日 政府が「古社寺保存会規則」を公布。 『埼玉県行政史』第１巻

明治30 1897 6月5日 政府が「古社寺保存法」制定し、古社寺が所有する建造物・宝物類等のうち優れたもの

を特別保護建造物及び国宝とし、これらには内務省が補助金を公布し、保存会を通じて

修理を補助することとした。

『埼玉県行政史』第１巻

1月18日 埼玉県が古社寺保存金管理方法を訓令。 『埼玉県行政史』第１巻

12月27日 埼玉県が名勝・旧蹟・社寺堂等の永久保存につき調査を訓令。 『埼玉県行政史』第１巻

明治32 1899 3月24日 遺失物法公布。

明治34 1901 5月10日 古墳または古墳と認むべきところの発掘をする場合には、宮内省との協議が必要である

ため、図面等を添えて所感町村役場、郡役所を経て県に許可を求めるべきことを、埼玉

県が管内郡役所等に布達する。

埼玉県行政文書（『新編埼玉県史資料

編25』398）

明治36 1903 10月23日 雪吹敏光『植物と昆虫との関係』第２編「花の生態と昆虫との関係」の第31章「桜草

科」において「サクラサウ」を立項し、ダーウインのサクラソウ⾧花柱花・短花柱花に

関する研究を紹介する。同書の監修は三好学。

明治41 1908 10月13日 戊申詔書が発せられ、内務省の主導により、日露戦争後の地方財政再建、国民教化の強

化を推進する地方改良運動が本格化する。

明治42 1909 内務大臣が地方官会議において「史跡勝地等ノ調査保存」について訓示 埼玉県行政文書

4月 内務大臣が地方官会議において「史跡勝地及古墳等ノ調査保存」について地方官に諮問 埼玉県行政文書

8月10日 埼玉県知事が「史跡勝地及古墳等ノ調査保存」に関する内務大臣の諮問に対して答申

※管理費につき一部を国庫補助とする原案に対して

埼玉県行政文書

11月9日 戸川安宅が東京市の委嘱により「史蹟旧蹟は素より、樹木、金石に至る迄、苟しくも江

戸昔日の俤を偲ぶに足るべき材料として価値あるもの」の保存のための「調査有志会」

を開催（報徳会及び行政研究会が主催）。参加者は徳川頼倫（報徳会主宰）、三上参次

（歴史学者）、三宅秀（男爵・貴族院議員）、床次竹二郎（内務官僚）ほか。

日本歴史地理学会編『歴史地理』第16

巻6号

史蹟名勝天然紀念物保存協会 1911

「協会日誌」『史蹟名勝天然紀念物保

存協会報告 第一回』

12月7日 紀州徳川家南葵文庫において第１回史蹟史樹保存茶話会開催。戸川安宅が「幻燈により

て都下の史跡老樹名木等の説明」を行う。戸川安宅はのちに「史蹟名勝天然紀念物保存

協会」幹事となり、大正５年の三好学の田島ケ原サクラソウ自生地現地視察に同行し

た。

史蹟名勝天然紀念物保存協会 1911

『史蹟名勝天然紀念物保存協会報告

第一回』

3月13日 「政治家、林学者、美術家、新聞記者、実業家の有志」が上野公園内において日本名勝

保存会設立を協議する。

日本歴史地理学会編『歴史地理』第17

巻4号

3月15日 帝国議会貴族院が「史蹟及天然紀念物保存ニ関スル建議」を議決、次いで衆議院が議決

（3月22日）。建議書の原案は三好学が執筆。

国立公文書館デジタルアーカイブ

3月19日 帝国議会衆議院が「名所旧蹟古墳墓保護ニ関スル建議」を議決する。 国立公文書館デジタルアーカイブ

田島ケ原サクラソウ自生地保護年譜（暫定第２版）
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田島ケ原サクラソウ自生地保護年譜

3月20日 帝国議会衆議院が「名勝地維持保存ニ関スル建議」を議決する。 国立公文書館デジタルアーカイブ

4月25日 南葵文庫において史蹟及び天然記念物保存研究茶話会。その席に内務大臣・文部大臣及

び地方官を招いて保存上の談話あり。

史蹟名勝天然紀念物保存協会 1911

「協会日誌」『史蹟名勝天然紀念物保

存協会報告 第一回』

5月 埼玉県知事が郡⾧会同において「史蹟勝地古墳其他由緒アル紀念物天然物等保護保存」

への注意を訓示。

埼玉県行政文書（『新編埼玉県史資料

編25』396）

6月13日 帝国議会における建議可決を受け、南葵文庫における茶話会を発展させ、史蹟名勝天然

記念物保存協会の設立決定。三好学もそれに加わり、評議員となる（のち常務委員兼

務）。

史蹟名勝天然紀念物保存協会『史蹟名

勝天然紀念物』第1巻第1号（大正3年9

月17日発行）

史蹟名勝天然紀念物保存協会 1911

「協会日誌」『史蹟名勝天然紀念物保

存協会報告 第一回』
12月10日 史蹟名勝天然記念物保存協会の発会式開催。西園寺公望の祝辞などあり。 埼玉県行政文書（『新編埼玉県史資料

編25』）

1月10日 「史蹟勝地・古墳その他由緒ある記念物・天然物等の保護保存の注意方」を埼玉県が郡

⾧に通達。
『埼玉県行政史』第１巻

1月11日 合祀した神社跡地の樹林の取扱への留意を埼玉県が管内郡⾧に通牒 埼玉県行政文書（『新編埼玉県史資料

編25』396）

6月11日 埼玉県が「勝地」の調査を各郡⾧に依頼。 埼玉県行政文書

6月20日 埼玉県が「国造ノ旧蹟ト伝フル箇所」の調査を各郡⾧に依頼。 埼玉県行政文書

6月20日 北足立郡⾧が「国造ノ旧蹟ト伝フル箇所」及び「城蹟トシテ知ラルゝモノ」の調査結果

を埼玉県内務部⾧に報告。なお、報告日は30日の誤りか。

埼玉県行政文書

7月17日 北足立郡⾧が「勝地」の調査結果を埼玉県内務部⾧に報告。サクラソウ自生地として

は、「浮間原桜草」「戸田原桜草」を報告。なお、別地については、追って報告する旨

を申し添える。

埼玉県行政文書

7月 古社寺保存会が特別保護建造物等の調査開始を内務大臣に建議。 『埼玉県行政史』第１巻

8月23日 北足立郡⾧が「勝地」の追加調査分として「田島原桜草」を埼玉県知事に報告する。そ

の報告の中で、近年、遠方からの来訪者が増え、濫掘によりサクラソウが減少気味であ

ることが触れられる。

埼玉県行政文書

大正2 1913 10月12日 この日発行された『大正元年 埼玉県北足立郡勢一覧』（北足立郡役所編著）に郡内名

所として、「田島原桜草」が登載される。なお、そこでは、桜草の名所として第一の場

所だが、最近は開墾や濫掘により勝景に陰りがみられなくもないことが記される。

『大正元年 埼玉県北足立郡勢一覧』

（国立国会図書館デジタルコレクショ

ン）

大正3 1914 9月26日 埼玉県内務部⾧が管内郡⾧に通牒を発し、社寺合併による土地所有権移転等を契機とす

る開墾や近年増加している耕地整理事業等において、対象区域に古墳もしくは古墳と認

むべきものが所在する場合に手続き・取扱いに遺漏なきよう指示する。

埼玉県行政文書（『新編埼玉県史資料

編25』398）

9月5日 『浦和案内』（対馬吉之助著、やまと新聞浦和支局発行）に浦和近在の名所として「田

島原の桜草」が紹介される（明治45年3月発行の同名書では、「戸田原の桜草」はあ

り、「田島原の桜草」はなし）。

『浦和案内』（国立国会図書館デジタ

ルコレクション）

12月30日 史蹟名勝天然紀念物保存協会の常務委員会が、常務委員三好学の提案により保存要項草

案作成を決定する。

史蹟名勝天然紀念物保存協会「保存要

綱起草協議の次第概要」『史蹟名勝天

然紀念物』第2巻第1号（大正7年2月15

日発行）

4月11日 土合保勝会がサクラソウの保存について訴える記事をこの日の「国民新聞」に掲載す

る。

『国民新聞』4月11日号

土合村の有志深井貞亮の案内で史蹟名勝天然紀念物保存協会三好学・幹事戸川安宅らが

現地視察。三好らはその帰途埼玉県庁で自生地の保存につき県知事と懇談。土合村⾧も

来会。

三好学「桜草ノ自生地ニ関スルモノ」

史蹟名勝天然紀念物保存協会「浦和の

一日」『史蹟名勝天然紀念物』第1巻第

10号（大正5年5月20日発行）

三好学「天然紀念物保存雑記」『史蹟

名勝天然紀念物』第1巻第14号（大正5

年12月30日発行）

土合保勝会が発足。深井貞亮が会⾧となる。

7月20日 三好学が「天然紀念物の保存に就て」を『史蹟名勝天然紀念物』第1巻第12号に掲載。 『史蹟名勝天然紀念物』第1巻第12号

12月30日 三好学が「天然紀念物保存雑記」を『史蹟名勝天然紀念物』第1巻第14号に掲載。その

（三）項に「田島の桜草」を立項し、同年4月の「田島の原」サクラソウ自生地調査の

顛末や自生地の学術的意義、保存の必要性などを述べる。

『史蹟名勝天然紀念物』第1巻第14号

1月25日 内務省が史蹟名勝古墳墓の管理保存経費につき府県知事に照会。 埼玉県行政文書

1月28日 1月25日付の内務省照会を受け、埼玉県が管下郡⾧に照会。 埼玉県行政文書

2月9日 内務省が史蹟名勝天然記念物保存法案につき府県知事に意見照会 埼玉県行政文書

4月25日
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田島ケ原サクラソウ自生地保護年譜

2月15日 北足立郡が名勝史蹟古墳墓に関する照会の回答を埼玉県に提出。その中に「田原島（マ

マ）桜草」があり、経常費見込20円とし、「土合村有志者相図り保勝会ヲ設ケ維持居レ

リ」とする。

埼玉県行政文書

埼玉県が名勝史蹟古墳墓の管理保存経費見込みにつき、管内郡⾧からの報告をとりまと

め内務省に回答（県内83件）

埼玉県行政文書

史蹟名勝天然紀念物保存協会が会誌『史蹟名勝天然紀念物』第2巻第2号に「史蹟名勝天

然紀念物保存要綱草案」のうち「第三 天然紀念物」を掲載。その内の「其一」の二、

植物に関する部分は三好学が起草。「十七」として「一ノ地方ニ固有ナル原野植物群

落、（例セバ東京附近ヲ流ルゝ荒川沿岸ノ桜草発生地）」が立項される。

『史蹟名勝天然紀念物』第2巻第2号

2月26日 埼玉県が史蹟名勝天然記念物保存法案につき、内務省の意見照会に回答。

 ※地方⾧官による仮指定の場合にも命令権を付与することと、私権等制限に対する救

済措置等を意見として提出

埼玉県行政文書

10月26日 東京府が「史的紀念物天然紀念物勝地保存心得」を定め、この日布告する。 『史蹟名勝天然紀念物』第2巻12号（大

正7年12月28日発行）

2月13日 史蹟名勝天然記念物保存協会が「史蹟名勝天然紀念物保存要綱草案」を完成（同会会報

第3巻1号に全文掲載）。この段階では、サクラソウ関係の規定は、「十七、一ノ地方ニ

固有ナル原野植物群落（例セバ東京附近ヲ流ルゝ荒川沿岸ノ桜草発生地）」。

『史蹟名勝天然紀念物』第3巻1号（大

正8年3月25日発行）

3月10日 史蹟名勝天然紀念物法案が公爵徳川頼倫ほか6名の発議により第41回帝国議会貴族院に

提出される（委員会付託により一部修正の上、3月13日に貴族院で可決、衆議院に送ら

れ、3月15日、法案が衆議院に上程され、同22日可決）。

国立公文書館デジタルアーカイブ

4月9日 史蹟名勝天然紀念物保存法公布（6月1日施行）。 国立公文書館デジタルアーカイブ

5月19日 史蹟名勝天然紀念物調査会の官制を閣議決定（5月30日公布、6月1日施行）。 国立公文書館デジタルアーカイブ

6月16日 内務省が史蹟名勝天然紀念物の保存候補を府県に照会。 埼玉県行政文書

7月25日 埼玉県知事が史蹟名勝天然紀念物の保存候補を内務省に報告。その中に北足立郡土合村

の天然記念物田島原桜草がある。

埼玉県行政文書

8月5日 三好学が『東洋学芸雑誌』第455号に「桜草原野保存の必要」を掲載。サクラソウと他

の植物の群生地としての価値、美観を具える名勝としての価値、江戸以来の園芸文化の

淵源としての価値などを掲げ、天然紀念物に指定して保存すべきことを説く。指定を受

けた場合には、保存区域内に人為の変化をなすことは許可されないが、サクラソウ原野

において従来から行われている秋季の「萱刈」は実施して問題ないことを付記する。

三好学「桜草原野保存の必要」『東洋

学芸雑誌』第455号

12月23日 史蹟名勝天然紀念物保存法施行令制定（大正9年1月1日施行）。 国立公文書館デジタルアーカイブ

1月31日 内務省が「史蹟名勝天然紀念物保存要目」を定める。

2月4日 内務省が「史蹟名勝天然紀念物保存要目」を各府県知事に送付（官報掲載は2月16

日）。

埼玉県行政文書

3月19日 「史蹟名勝天然紀念物保存要目」が官報に掲載された旨、埼玉県が郡⾧に通知。 埼玉県行政文書

4月25日 史蹟名勝天然紀念物調査会委員三好学らが現地調査。 三好学「桜草ノ自生地ニ関スルモノ」

5月20日 内務大臣官房地理課⾧がサクラソウ自生地の保存範囲の土地調書提出を埼玉県知事に依

頼。

埼玉県行政文書

5月 三好学が「桜草自生地調査報告」を提出。 三好学「桜草ノ自生地ニ関スルモノ」

6月4日 内務省からの照会を承け、埼玉県が北足立郡土合村サクラソウ自生地の土地調書を内務

省に提出。

埼玉県行政文書

「土合村桜草自生地」の名称で、内務大臣から天然記念物の指定を受ける。 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

埼玉県行政文書

また、指定の旨を内務省大臣官房地理課⾧が埼玉県知事に通知し、所有者・管理者への

伝達と適正な保護を指示する。

埼玉県行政文書

8月13日 「土合村桜草自生地」が7月17日付で天然紀念物に指定された旨、埼玉県内務部⾧が北

足立郡⾧に通知し、あわせて所有者・管理者への通知と取扱の注意事項を指示する。ま

た、警察部⾧に指定の旨を通知し、所管警察官署への通達を指示する。

埼玉県行政文書

11月16日 土合村桜草自生地の土地所有者住所を埼玉県が内務省に報告する。 埼玉県行政文書

『史蹟名勝天然紀念物」第4巻第4号に三好学「桜草の自生地に就て」が転載される 『史蹟名勝天然紀念物」第4巻第4号

内務省史蹟名勝天然紀念物調査会が愛護宣伝の一環として、活動写真機を2台購入し、東

京近郊の名勝や史蹟の撮影を開始した旨が報じられる。

『史蹟名勝天然紀念物」第4巻第4号

6月27日 埼玉県が史蹟名勝天然紀念物調査会を設置する（7月1日県報告示）。 『県報』大正10年7月1日（『新編埼玉

県史資料編25』399）

7月25日 埼玉県内務部が『史蹟名称天然紀念物保存要目略解』を印刷・発行する。

12月16日 土合村は、内務大臣より「土合村桜草自生地」の管理者に指定される。これに伴い自生

地保存施設の仕様につき、埼玉県より北足立郡役所を通じて土合村に通知。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

埼玉県行政文書
2月19日 サクラソウ自生地の保存施設につき、埼玉県早川理事官が21日に来訪するため、自生地

の土地所有者が全員と土合保勝会⾧深井貞亮が採集するよう、土合村役場が西堀・田

島・関地区の各区⾧及び保勝会等に通知する。

4月30日

7月17日

2月20日

大正9 1920

大正11 1922

大正8 1919

大正10 1921



田島ケ原サクラソウ自生地保護年譜

2月24日 サクラソウ自生地の保存施設工事に社会奉仕として参加するよう、土合村役場が青年団

田島支部に通知する。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

2月26日 内務省所管の国庫補助事業として保存設備工事（区域内道路周囲と境界整理）に着手

（補助金は75円）

 なお、設計では１間（＝６尺）間隔で杭を打ち鉄線を２段張る仕様だったが、その間

隔では萱搬出の際に荷車を通せない旨の申し出を土地所有者より受け、10間ごとに9尺

間隔のところを設ける仕様に変更した。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

埼玉県行政文書

5月7日 摂政宮皇太子(昭和天皇)が大宮行啓の帰途、自生地に来訪 旧土合村サクラソウ自生地関係文書、

『浦和市史第四巻 近代史料編Ⅳ』、

『埼玉県史第七巻近代』（旧版）、

『昭和天皇実録』第三巻

6月1日 土合村が大正11年度自生地管理費補助512円の交付を申請。支出内訳の中に「指定区域

内桜草補植」経費が見える。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

6月8・9日 内務省が史蹟名勝天然紀念物に関する地方主任課⾧打合会を開催。埼玉県からは早川三

郎理事官が出席。三好学が「植物に関する天然紀念物の保存に就て」を講演。

『史蹟名勝天然紀念物』第5巻第7号

（大正11年7月5日発行）

1月23日 荒川改修事業に伴う横堤構築のため、指定地の一部指定解除(内務省告示第14号) 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

2月17日 土合村役場が自生地の保存設備について県理事官と現地協議を行うに当たり、土地所有

者とともに保勝会⾧深井貞亮に当日参会するよう依頼

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

2月26日 自生地管理工事ついて協議するため、3月2日に来庁されたい旨を土合村役場が保勝会⾧

深井貞亮に通知。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

3月11日 土合村が大正12年度自生地管理費補助100円の交付を申請

※申請段階では寄附金100円を加えた予算総額200円の事業費を計上していたが、関東大

震災の発災により寄附金歳入が途絶したため、予算100円で執行

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

4月30日 埼玉県が『自治資料 埼玉県史蹟名勝天然紀念物調査報告』第１輯を刊行し、埼玉県が

同県史蹟名勝天然紀念物調査会を通じて実施した史蹟・名勝・天然紀念物の調査報告を

公開。その中の「内務省指定及本県仮指定箇所調」に土合村桜草自生地がある。

9月1日 関東大震災。土合村でも家屋等に被害発生。

2月15日 三好学が『科学を基礎とした文化生活 第三』に「美しい原野植物としての桜草」を掲

載。

9月6日 土合村が大正13年度自生地管理費補助100円の交付を申請

 ※震災により寄附金歳入が見込めないため、全額補助金で支弁する計画

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

4月13日 土合村駐在所と村役場が連名で、サクラソウ観覧者のための売店開設についての協議を

道場・関・町谷・西堀・田島各地区の営業者と土合保勝会⾧深井貞亮に申し入れる（14

日会合）。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

10月15日 内務省が『天然紀念物調査報告 植物之部 第一輯』を刊行。既刊の『史蹟名勝天然紀

念物調査報告』の内植物の報告を合冊・再刊するもので、三好「桜草の自生地」が改題

の上、再録される。なお、上記既刊調査報告は調査保存関係にのみ配布したもので、一

般からの入手要望が寄せられていたが、内務省の在庫が関東大震災の際に全て焼失して

しまったことから、再刊した（同書緒言）。

12月 土合村役場が秋田県史蹟名勝天然紀念物調査会の小野進（鹿角郡小坂小学校訓導）より

自生地視察計画につき照会を受ける。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

1月15日 大正14年12月11日付で土合村より提出された大正14年度自生地管理費補助金申請書につ

いて、事業内容として掲げられた自生地への他所からの桜草補植や管理作業人件費は天

然紀念物保存上及び補助事業執行上、不適当と判断し、内務省が申請書を埼玉県に差し

戻す。

埼玉県行政文書

1月29日 埼玉県知事が内務省内務大臣官房地理課⾧に対して、1月15日付で内務省より差し戻さ

れた土合村提出の管理費補助金申請について、内務省が問題視したサクラソウの補植等

について、経緯と必要性を説き、申請どおりの補助金交付を依頼する

埼玉県行政文書

3月15日 自生地について「篤ト（とくと）」懇談したいので、土合保勝会⾧とともに来庁された

い旨、北足立郡⾧が土合村⾧に通知。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

3月19日 内務省が土合村より申請のあった大正十四年度管理費補助金60円の交付決定を通知する

（補植費を除く。今後の管理を熟慮するよう付言あり）

埼玉県行政文書

4月15日 宮内省から依頼を受けた土合村がキハツ箱約120箱分及び60株のサクラソウを東宮御所

に献納。土合村⾧から依頼を受けた深井貞亮が協力し、事前に三好学、服部文学博士、

宮内省御用掛、埼玉県内務部⾧、学務課⾧等と実地調査を行い、土地所有者の承諾を取

り付けた上で、天然紀念物指定区域に近接し土合保勝会が保護措置を講じているサクラ

ソウ自生地（のちの第二次指定地）から採取。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

4月21日 土合村⾧が、自生地観覧者の警備のために警察官の派遣を浦和警察署⾧に申請する。 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

5月11日 六辻小学校の尋常科１・２年生が田島ケ原に遠足。 『浦和市史第四巻 近代史料編Ⅳ』

11月 土合村⾧が、内務大臣あてサクラソウ自生地の追加（第2次）指定を申請（内申）する。 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

3月11日 京都府舞鶴高等女学校の永友勇が土合村にサクラソウに関する資料の提供を依頼 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

3月23日 土合村が大正15（昭和元）年度自生地管理費補助80円の交付を申請。 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

大正12 1923

1925

大正15 1926

昭和2 1927

大正14

大正13 1924



田島ケ原サクラソウ自生地保護年譜

3月30日 土合村が追加指定区域の内、茅の刈り取り未了の地主に刈り取りを督促。 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

3月30日 土合村が史蹟名勝天然紀念物保存法に基づく掲示板の文面について、「なるべく穏や

か」で「言文一致」の文面としたい旨、内務大臣宛て協議書を提出。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

5月9日 中野治房が自生地の地下水位・植物種類等の調査を実施。 中野治房『草原の研究』

5月14日 大正９年指定地の西方の一画が天然紀念物に追加指定される（第2次指定地）。 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

11月27日 中野治房が自生地の地下水位・植物種類等の調査を実施。 中野治房『草原の研究』

4月11日 土合村⾧が浦和警察署⾧に対して、4月15日～5月15日の間の警察官派遣を申請 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

4月6日 埼玉県学務部⾧が「天然紀念物土合村桜草自生地保存熱心家深井貞亮」の経歴・事績等

の調査を土合村⾧に依頼。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

4月14日 土合村⾧が浦和警察署⾧に対して、自生地のサクラソウが目下開花中であることを伝

え、向こう１か月間の警察官派遣を申請。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

12月1日 史蹟名勝天然紀念物保存に関する事務移管により、主務大臣が内務大臣から文部大臣と

なる。

3月27日 「国宝保存法」制定。「古社寺保存法」を廃止する。 国立公文書館デジタルアーカイブ

5月 中野治房が自生地の主要植物11種の個体密度調査を実施。 中野治房『草原の研究』

10月7日 7月30日付で土合村⾧より許可申請のあった内務省の荒川改修工事横堤築造に伴う浦

和・所沢間県道の仮設道路としての指定地の一部使用について、文部省宗務局⾧が条件

を付す（原状復旧等）。

埼玉県行政文書

4月7日 自生地のサクラソウ等を3坪分、吹上御苑に移植されたい旨、宮内省侍従より埼玉県に

連絡がある

埼玉県行政文書

4月12日 土合村⾧からのサクラソウ献上願書提出・宮内省の採納等の手続きを終え、土合村⾧石

川猛らが吹上御苑にサクラソウ等を搬入。

埼玉県行政文書

昭和６ 1931 4月25日 土合村が昭和6年度自生地管理費補助341円の交付を申請（柵工事） 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

昭和7 1932 5月13日 三好学が北足立郡与野町鈴谷妙行寺の大榧を調査する（7月25日天然紀念物指定）。 文部省『天然紀念物調査報告 植物之

部第十四輯』、『与野市史近代史料

昭和8 1933 5月2日 三好学が北足立郡馬宮村のサクラソウ自生地を調査する（昭和9年5月1日天然紀念物指

定）。

文部省『天然紀念物調査報告 植物之

部第十四輯』、『東京日日新聞』昭和8

年4月29日

5月1日 東伏見宮妃がサクラソウ自生地に来訪 埼玉県行政文書

5月 中野治房が自生地の地下水位・主要植物108種等の調査を実施 中野治房『草原の研究』

7月 土合村⾧石川猛がサクラソウ自生地の写真７葉を東伏見宮妃に献納 埼玉県行政文書

4月20日 土合村が「天然紀念物桜草並ニ野草（特ニ茅）保存ニ関スル技術官」の派遣を文部大臣

に申請する。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

5月3日 上記申請に基づき、三好学が現地調査。この時三好学は、文部省史蹟名勝天然紀念物調

査会嘱託。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

土合村が文部省所管の国庫補助事業として野ねずみ駆除、障害植物等除去を実施

 ※障害植物除去の実績（植物名／実施面積／抜取り重量）

   ヒメヂオン草          ３反５畝歩 約208貫

   ツルバラ          １町９反５畝歩 約780貫

   蔓草（トツラ等）   １町９畝歩        約1600貫

     ※町・反・畝・歩は面積の単位。

      １反は約10アール、１町はその10倍、畝はその10分の１・

      貫は重さの単位。 １貫は3.75キログラム

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

4月1日 芦村葉人が「桜草の自生地」を『旅』第16巻第4号に掲載。その中で、田島ケ原サクラ

ソウ自生地は、群落自生地の美しさと共に学術研究上の重要性が評価され、名勝ではな

く天然紀念物として保存されていること、4月下旬頃が見ごろであること、田島ケ原の保

全は深井貞亮氏の多年にわたる功労によることなどが指摘される。なお、「深井貞亮」

には「ふかいていすけ」とルビが振られている。

中野治房『草原の研究』

5月14日 中野治房が自生地の主要植物9種の浸透圧値等の調査を実施。 中野治房『草原の研究』

昭和19 1944 2月30日 中野治房が『草原の研究』を刊行。その中に田島ケ原等での植生・環境調査結果が詳述

される。

中野治房『草原の研究』

昭和23 1948 5月8日 教育刷新委員会が「文化財の保存について−主として国宝等の保存問題−」を決議し、

内閣ℍ総理大臣に報告する。その中で、国宝保存法・重要美術品等ノ保存ニ関スル法律・

史蹟名勝天然紀念物保存法の三法による保存状況に不備がみられることから、これら三

法を改正して、保存・活用の完備を計ることを政府に求める。

5月18日 文化財保護法公布(同8月29日施行)

9月18日 指定地内無断開墾耕作停止を、文化財保護委員会事務局から指示される

9月 指定地を自作農創設特別措置法に基づく開拓計画不適地と判定

年度 土合村が国庫補助金及び県費補助金の交付を受けて、自生地の囲柵工事を実施 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

昭和26 1951 年度 土合村が国庫補助金及び県費補助金の交付を受けて、自生地の囲柵工事を実施 埼玉県行政文書
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田島ケ原サクラソウ自生地保護年譜

3月29日 名称が｢土合村サクラソウ自生地｣と改められ、文化財保護委員会から特別天然記念物に

指定される。

4月7日 特別天然記念物指定を受け、「特別天然記念物『土合村桜草自生地』土合村保勝会」設

立準備会が開かれる。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

4月16日 特別天然記念物土合村桜草自生地保勝会が設立され、会の名称、会則等が決定される 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

7月8日 土合村と文化財保護委員会が国庫補助金について協議を行い、その席で、土合村は、河

川の改修、洪水による地形の変化等によって、サクラソウの自生に悪影響が現れつつあ

ること、そのため保勝会が今春、サクラソウの移植を行ったが、移植や除草等を行う条

件が断たれた場合には、サクラソウの絶滅が危惧される旨を述べた。これに対して、保

護委員会側は、指定地はサクラソウのみを指定したのではなく、自生地域そのものも含

まれているので、移植して生育を維持することには問題がある旨を指摘。土合村は、第

二次指定地の指定解除を申請する予定である旨を述べた。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

7月 土合村が第二次指定地の指定解除申請書を作成する。その中で、第二次指定地は、第二

次大戦中の食料難に伴い全域が開墾され、麦・蚕豆等の冬作や、甘藷・馬鈴薯・小豆・

里芋等の夏作の耕作地となっていること、復活のためのサクラソウの移植という、文化

財保護委員会の言う「不自然な行為」により維持しようとしている有り様であること等

が記される。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

昭和28 1953 8月24日 文化財保護委員会が、｢土合村サクラソウ自生地｣への名称変更と特別天然記念物指定を

告示する

埼玉県行政文書

昭和30 1955 土合村、浦和市に合併し、浦和市がその管理団体となる。 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

昭和32 1957 7月31日 指定名称が｢田島ケ原サクラソウ自生地｣と改められる

昭和36 1961 指定地公有化開始 この年より現地に管理人を置く

昭和37 1962 指定地公有化は、一部を残して完了(国庫補助事業)

昭和40 1965 囲柵、境界標設置(国庫、県費補助事業) この年より、成育状況調査開始。この年のサ

昭和41 1966 石製標柱設置

昭和43 1968 第１次指定地のうち１筆、第２次指定地のうち２筆公有化

昭和45 1970 第2次指定地のうち公有化（全指定地公有化完了）

この年のサクラソウ推定生育個体数は53万個体（最低値）

この年、刈り払い委託業務開始

昭和48 1973 3月30日 浦和市総務部史編さん室「土合村桜草自生地天然紀念物指定当時の史料について」

（『浦和市史調査報告』第２号）。浦和市が土合村から引き継いだ文書の中の簿冊『庶

務部 天然紀念物保存 桜草（自大正九年）』に綴られた文書から、指定当時の取組に

関わる文書１２点を翻刻（史料番号数。個別の文書としては２１点）。地元における保

全の動向を示す基本史料。また深井貞亮に関する根本史料。
4月 桜草公園が開園。

給水設備工事(国庫、県費補助事業)。

昭和50 1975 実態調査開始(国庫、県費補助事業、54年度完了)。

昭和52 1977 4月11日 皇太子殿下（現上皇）が来訪。

昭和57 1982 荒川調節池工事に伴う影響調査開始（建設省の委託事業、平成19年度終了）。

昭和61 1986 囲柵修理工事(国庫、県費補助事業)。この年、開花期の監視委託業務を開始。

皇太子妃殿下・紀宮清子内親王が来訪。

植生調査の永久枠11か所の四隅杭を木製からコンクリート製に更新。

平成元 1989 散水施設用電柱移設。

平成２ 1990 浦和市が天然紀念物指定70周年事業（展示会・講演会・論文集）を実施。

平成７ 1995 9月 サクラソウ自生地の普及誌『さくらそう通信』創刊。

平成８ 1996 浦和市教育委員会がサクラソウ保護増殖実験調査開始（国庫・県費補助事業、平成12年

度完了）。

平成13 2001 5月1日 浦和市・与野市・大宮市が合併してさいたま市成立。サクラソウ自生地に関する所管は

教育委員会生涯学習部文化財保護課の所管となる。

平成14 2002 この年をもって、スプリンクラーによる散水を中止。

4月1日 さいたま市が政令指定都市に移行する。これに伴い、文化財保護法上の権限の一部がさ

いたま市の所掌となる。

この年のサクラソウ推定生育個体数は235万個体（最大値）。

平成15 2003 さいたま市教育委員会が囲柵整備（市単独事業）。

平成21 2009 さいたま市教育委員会が「田島ケ原サクラソウ自生地保存管理計画策定委員会要綱」を

制定。

平成21 2009 市民ボランティア団体「田島ケ原サクラソウ自生地を守る会」結成。

平成22 2010 さいたま市教育委員会が国庫補助事業・天然記念物緊急調査事業として保存管理計画策

定事業及び調査を開始。

平成23 2011 さいたま市教育委員会が保存管理計画策定事業に伴う調査として、指定地の測量・境界

標設置を実施。

    4月 さいたま市教育委員会がサクラソウ開花期の普及活動を「サクラソウweeks」とし、桜

区区役所等でも展示を開始。

昭和27 1952

平成24 2012

平成15 2003

昭和47 1972

昭和63 1988

昭和49 1974



田島ケ原サクラソウ自生地保護年譜

さいたま市教育委員会が保存管理計画策定事業に伴う調査として、春季・秋季の群落分

布調査を実施。

平成25 2013 さいたま市教育委員会が保存管理計画策定事業に伴う調査として、土壌（水環境）調査

を実施し、指定地内外の地下水位を通年計測。

3月26日 さいたま市教育委員会が「特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地保存管理計画」を

策定し、同報告書を刊行。

6月22日 青木義脩「深井貞亮 田島ヶ原サクラソウの保護はこの人に始まる」同著『さい

たま市の歴史と文化を知る本』。

平成28 2016 サクラソウ競合植物の抑制実験開始。

平成30 2018 4月20日 野尻靖「田島ケ原のサクラソウはこの人によって守られた −深井貞亮さん−」

浦和郷土文化会『うらわ文化』第131号。
この年のサクラソウ推定生育個体数は54万個体。

7月1日 文化庁監修『月刊文化財』第670号が「史蹟名勝天然紀念物保存法100年」を特集。

6月1日 文化庁が「発掘された日本列島2019」展において「記念物100年」の特集展示を実施

（～7月21日、江戸東京博物館。その後国内4か所を巡回）。さいたま市教育委員会は、

文化庁「記念物100年」パネル展示を市立中央図書館（7月2日～7月16日）及び市立博物

館（9月3日～9月16日）において実施。

年度 サクラソウの減少等の自生地植生変容に対する対策を検討するために、さいたま市教育

委員会が自然科学分析緊急調査を開始する。また、潅水実験、トウネズミモチの伐採

（都市局）等を実施。

10月12日 台風第19号襲来。

2月25日 さいたま市桜区役所が「田島ケ原サクラソウ自生地 100周年記念展」を開催（～3月27

日）。さいたま市教育員会はその中で「100年前の自生地」パネル展を実施。

この年のサクラソウ推定生育個体数は47万個体。

6月1日 さいたま市教育委員会が田島ケ原サクラソウ自生地国指定100年記念ミニ展示「学と貞

亮−自生地を遺した二人−」を市立浦和博物館において開催（～6月30日）し、三好学

と深井貞亮の業績の一端を紹介。なお、当初計画では3月25日開始であったが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、公共施設の臨時休館に伴い、開会期日が延期と

なった。
6月16日 さいたま市教育委員会が田島ケ原サクラソウ自生地国指定100年記念展示として、「田

島ケ原サクラソウ自生地国指定100年 −現在・過去・未来−」及び文化庁「記念物100

年」展を開催（～7月19日。会場：市立中央図書館）（予定）。

7月17日 天然記念物指定100年

平成26 2014

2020

平成31

令和１

2019

令和2

2020.05 さいたま市教育委員会文化財保護課

この年譜は、田島ケ原サクラソウ自生地国指定100年記念事業に向けてさいたま市教育委員会が平成30年度～令和元年度に実施した

調査の成果の一部です。年譜作成にあたり、調査史料及び表中に掲げた論著の記述に依拠したほか、以下の論著等を参照しました。

 浦和市教育委員会 1990 「田島ヶ原サクラソウ自生地保護年譜」

          『特別天然記念物田島ヶ原サクラソウ自生地−天然記念物指定70周年記念論文集―』

 篠田真理子 1999 「開発と保存」石弘之他編『ライブラリ 相関社会科学６ 環境と歴史』株式会社新世社

 丸山 宏  2003 「『史蹟名勝天然紀念物』の潮流−保存運動への道程−」『復刻版 史蹟名勝天然紀念物』（大正編）不二出版

 さいたま市教育委員会 2014 「田島ケ原サクラソウ自生地年譜」

          『国指定特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地保存管理計画策定報告書』

 齋藤智志  2015 『近代日本の史蹟保存事業とアカデミズム』一般財団法人法政大学出版局

 文化庁文化財第二課 2019 「日本の記念物保護100年略年表」・「記念物行政100年略史」所掲

          『月刊文化財』第670号 第一法規株式会社

 山下信一郎 2019 「記念物100年と史蹟名勝天然紀念物保存法の意義」

          『全史協会報２０１９（平成３０年度）』全国史跡整備市町村協議会事務局

 内田和伸  2020 「史蹟名勝天然紀念物保存法公布までの記念物の保護と奈良の史跡整備」（講演録）

          『第54回全国史跡整備市町村協議会 大会議事録』同会大会実行委員会


