
平成 29 年度 千葉市・大学等共同研究事業報告書

「千葉氏」と市民に関する研究

－近現代の「千葉氏」の受容をめぐって－

【概要版】
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千葉市・千葉大学

（代表者・千葉大学 久保勇）



１．研究計画

申請時の研究計画について抜粋して以下に掲げ，本研究の全体像を示しておきたい。

ａ．概要

本研究は平成 28年 4月に公表された「千葉市都市アイデンティティ戦略プラン」で選定

された４つの地域資源のうち，「千葉氏」を取り上げる。従来，平安末から鎌倉時代にかけ

ての千葉常胤を中心とした千葉氏の事績を対象とする研究がほとんどであったが，本研究

では「人々が千葉氏を受けとめた歴史」を問題化し，この成果を現在の都市アイデンティテ

ィ推進事業に結びつける，学生が参加する実践的な活動として構想・試行するものである。

ｂ．目標

本研究の成果を活かし達成すべき目標として，以下の２点を掲げる。

（１）「人々が千葉氏を受けとめた歴史」にかかる基礎的資料を収集・整理することにより，

「千葉氏」にかかる魅力あるコンテンツを整備すること。

（２）これらの資料収集･整備に大学生を中心とした次世代の市民が関わることにより，若

い人々が魅力ある「千葉市らしさ」をプロデュースしていく基盤を形成すること。

２．調査内容
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ａ．「千葉氏」に関する享受資料の蓄積と整理，そして共有

以下に列挙する項目にかかる資料収集については，基本的に応募研究者が担当した。これ

らの資料の解読（理解）および整理については，当初学生による作業依頼（謝金業務）を計

画していたが，文字おこしについては業者に委託し，校訂作業その他については久保が担当

した。以下は，計画時の調査内容および対象文献である。（〇は実施，▲は未実施）

〇「千葉氏研究会」（明治 42年（1909），千葉町）の発足と活動に関する調査と整理

〈対象文献〉加藤久太郎著『在職四年間』（自治研究会，1910），千葉町役場編『千葉誌』（千

葉町，1911）
〇個人による初期「千葉氏研究」の調査と検証

〈対象文献〉吉田璣『房総史研究一 千葉氏』（北拓社，1911），吉田璣『房総史研究二 千

葉盛衰記』（北拓社，1914）
〇800年祭（大正 15年（1926），千葉市）の検証と整理

〈対象文献〉千葉開府八百年記念祭協賛会編『八百年祭誌』（1927）
▲開府 850年記念祭（昭和 51年（1976），千葉市）の検証と調査

〈対象文献〉千葉市編『千葉開府八百五十年記念誌』（1977）

ｂ．学生を中心とした市内フィールド調査の試験的実施

平成 29年度文学部授業「人文学地域フィールドワークｂ」の開講によって，受講学生に



よる「千葉氏」に関わる調査活動を実施する。なお，学内での準備活動（講義受講等）やグ

ループによる調査活動は授業の正課活動として取扱い，「千葉氏」に関わるイベントへ参加

することによる調査活動は本共同研究の調査補助活動としている。

３．成果概要

ａ．「人々が千葉氏を受けとめた歴史」に関する基礎資料研究から

本研究によって作成した年表（抄出版）を以下に掲出し，成果の概要を示すこととする。

【関係略年表】（抄出）

安政 6年（1859）4月 ①妙見寺再建のため「千葉妙見堂再営寄附御姓名帳」なる。

明治 22年（1889）4月 町村制施行により「千葉町」できる（初代町長・田村吉右衛門）

明治 24年（1891）8月 ②千葉家歴代記念碑建碑の義捐金募集開始

明治 26年（1893）9月 ②「千葉氏介公世家碑文」（藤良同）なる。明治 26年（1893）9月 ②「千葉氏介公世家碑文」（藤良同）なる。

明治 27年（1894）

～明治 28年（1895）
日清戦争

明治 30年（1897）11 月 ②千葉家歴代記念碑建碑の許可（第四三九七号，宮腰正良警部）

明治 35年（1902）5月 ③「千葉氏遺跡保存会」発足（幹事長・行方幹千葉郡長）

明治 37年（1904）

～明治 38年（1905）
日露戦争

明治 38年（1905）12 月 ④白鳥健，衆議院補欠選挙に出馬（「太一」から改名）し落選。

明治 39年（1906）6月 ④加藤久太郎，第 6代千葉町町長就任（13日）明治 39年（1906）6月 ④加藤久太郎，第 6代千葉町町長就任（13日）

明治 42年（1909） ④加藤町長宅にて千葉氏に関する研究会（和田広吉･武本為訓･白

鳥健･鈴木直太朗ほか）を始める。

明治 43年（1910）4月 ④「千葉氏研究會」が正式に発会（5日，於・千葉町役場）

明治 44年（1911）1月 大逆事件（幸徳秋水ら社会主義者処分される（24日）

明治 44年（1911）7月 ⑤「房総叢書刊行趣意書」公表（房総叢書刊行會，高橋鳴鶴ら）

明治 44年（1911）8月 ④加藤久太郎，千葉町町長辞任（22日）

明治 44年（1911）11 月 ⑥吉田璣『房総史研究 千葉氏』刊行（北拓社）

明治 44年（1911）12 月 ④加藤久太郎『在職四年間』刊行（自治研究会）
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明治 44年（1911）12 月 ④加藤久太郎『在職四年間』刊行（自治研究会）

大正 1年（1912）10 月 ⑤『房総叢書 第 1輯』刊行（房総叢書刊行會，代表･高橋徽一）

大正 3年（1914）6月 ⑥吉田璣『千葉盛衰記』（房総史研究資料第 2巻）刊行（同）

大正 10年（1921）1月 千葉市市制施行（3月初代市長・神田清治）



大正 12年（1923）5月 ⑦「千葉市街創立八百年記念祭施行並に猪鼻丘神社創設建議書」

（房総史談会千葉市支部）

大正 12年（1923）9月 関東大震災

大正 15年（1926）6月 ⑦「千葉開府八百年祭」（1日～），大森金五郎「千葉氏の由來と大正 15年（1926）6月 ⑦「千葉開府八百年祭」（1日～），大森金五郎「千葉氏の由來と

其發展」講演，『千葉大系図』刊行（八百年記念祭協賛会）

昭和 2年（1927）6月 ⑦『八百年祭誌』刊行（紅谷四郎平）

昭和 15年（1940）12 月 ⑤『紀元二千六百年記念 房総叢書』刊行開始（第 2巻軍記～昭

和 19年）

昭和 25年（1950）3月 ⑤奥山市松『千葉氏研究』刊行（千葉県立図書館）

明治・大正期において「千葉氏」が，市民の歴史として叙述され，文化資源として継承され

てきた略史である。「報告書」においては，以下の①～⑦に項目を立て，それぞれ解説を付てきた略史である。「報告書」においては，以下の①～⑦に項目を立て，それぞれ解説を付

しているので参照されたい。（①～⑦は対応するものを上の年表に記す）

①手長講の人々 前近代の一状況

②「千葉氏歴代建碑」設置運動 1891（明治 24）年～1897（明治 30）年

③「千葉氏遺跡保存会」の設立 1902（明治 35）年 5月

④千葉町による「千葉氏研究会」･『千葉誌』刊行 1910･11（明治 43･44）年

⑤『房総叢書』（第一期）の営み 1914（大正 3）年

⑥吉田璣による千葉氏研究 1911（明治 44）年 11月・1914（大正 3）年 6月

⑦千葉開府八百年記念祭 1926（大正 15）年

概要版として，上の資料検討の成果から２点ほどトピックとして挙げておきたい。

千葉町から始まった開府記念祭

上の資料に限ってみれば、千葉氏が「千葉」を拠点とした大治元（1126）

年を起点とする「開府」，それを自治体として顕彰する動きは，第 6 代千

葉町町長・加藤久太郎（左上写真）に始まる。加藤は明治 43（1910）年 4

月に「実は千葉氏の年代を繰り八百年ともなれば千葉創立一代紀念祭を挙

行せんと思ひたる」と発言している。この 16 年後の大正 15（1926）年 6

月に、市制を施行したばかりの千葉市において「八百年祭」が開催されて

いる。2代千葉市長･久保三郎（左下写真）は後日「八百年祭」について、
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いる。2代千葉市長･久保三郎（左下写真）は後日「八百年祭」について、

「本市将来ノ発展ヲ期セン為、後日ノ参案ニ供セムトスルニ在リ。而シテ

後世市民ガ九百年祭一千年祭ヲ挙行セラルヽ、当ニ其ノ理想ト市是トノ

実現セラルヽ時ナルベキヲ信ズ」と述べている。この言葉に明らかなよう

に，来たる「開府 900 年」とは，この地域の「発展」を期して，100 年前



の市民から託されたものであった。つまり，私たちは「千葉氏」の歴史に託された「千葉市」

の歴史という，もう一つの「物語」の中にいることを認識しなければならないと考える。

軍都・千葉と「千葉氏」

戦後長く市長を務めた宮内三朗氏は，県下教育の中心地あるいは「軍都」といった，人が集

い「消費」する市から、海浜地域の工業化を推進することで「生産」の市への転換に成功し，

今日の豊かな千葉市を実現している。では，これに遡る「軍都としての千葉」はどのように

形成されていったのであろうか。これも千葉町の加藤町長の頃から始まったようである。加

藤町長の『在職四年間』「六、交通兵旅団新設」には、明治 39（1906）年あたりから「陸軍

交通兵旅団」を積極的に招聘していることが叙されている。既にあった「習志野四街道」に

ついては「歴史上の関係なく」と批判し，「これに反して我千葉町の如きは、往昔千葉氏の

拠る所にして九星旗の鎮護せりし土地、その東南二方面は高燥にして四通八達の要地なり。

これを歴史の関係より見るも地理上より考うるも枢要の処」と，「千葉氏」が拠った「歴史

上」の土地としての価値を繰り返し主張している。「高燥」（＝高い土地）が指しているのは、

猪鼻の舌状台地や現在「荒木山」と称されている千葉公園の小丘などが該当しよう。さらに

明治 41（1908）年の「歓迎之辞」では、「我千葉町ハ往昔千葉氏ノ拠ル所ニシテ、又九星旗

ノ護ル所。四隣伏セザルナク、武勇実ニ總房三州ニ赫燿タリト。故ニ町民ハ往昔ノ如ク国家

ノ干城タル、軍旗ノ鎮護ニ因ラント希望スルヤ久シ」と，「千葉氏」の武勇を引いて，千葉
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町民が国家の楯となる（＝干城）覚悟であることも述べる。以上は，大戦まで継続した軍国

主義の遺物と言える資料だが，このように「千葉氏」の歴史が，現代から見れば「負」の歴

史に荷担していた事実について，私たちは目を反らしてはいけないだろう。

ｂ．若い世代による「千葉市らしさ」の魅力創出にかかる試行

「報告書」に記載している活動の概要について，以下に述べる。

①千葉大学文学部「人文学地域フィールドワーク」における試行

受講者募集にかかるガイダンスを 2回（千葉市も参加，4月 13日･19 日），開講ガイダンス

を 1回（4月 27 日），「千葉氏」にかかる基礎的な知識についての講義を 4回（5月 9日･25

日･6 月 13 日･29 日），グループ毎の調査内容にかかる検討を 1回（7月 11 日）に実施した。

調査にかかるグループは，〈地域振興〉〈日本遺産〉〈妙見信仰〉〈文献関係〉という４グルー

プとした。各グループの成果については，報告書を参照されたい。以上は，初めての試みで

あり，計画通りに遂行されなかった部分もあるが，一定のノウハウの蓄積を果たした点にお

いて成果をあげたと言える。今後も千葉大学において当該授業を継続的に開講するととも

に，市内の大学等に同様の活動を波及させていくことが，今後の課題となる。

②学生による実践活動

以下，千葉市および千葉県等の協力を得て，学生が参加し調査レポートを提出した活動につ



いて概況のみ列挙する。「千葉市フォーラム」（6月 4日）への

参加（6名，左写真），「第 42回親子三代夏祭り」（8月 20 日）

への参加，千葉県庁に於いて「千葉氏」を軸とする日本遺産登

録申請にかかる会合（7月 26 日，7名）への参加（7 名），千

葉神社主催の講座『神社と町とお祭りと』（7月 30日）の受講，

千葉市立千葉高等学校での歴史特別授業（10 月 4 日）の受講

など，学生達は学外においてそれぞれ活発に活動してきた。

ｃ．その他の活動

近代「千葉氏」にかかる基礎資料の検討のほか、久保は他地域における近代「千葉氏」研究

の状況を把握するため，佐賀県小城市への調査（12月 18 日･19日）をおこなっている。ま

た，「千葉常胤生誕 900 年記念 平成 29 年度千葉市・千葉大学公開市民講座」（2018 年 2 月

3 日）の企画・運営および講演「千葉常胤の語られ方― 軍記物語の世界から」をおこなっ

た。た。

４．小括 ―今後の課題と提言―

本年度を以て共同研究としては一区切りとするが，次年度以降も「開府 900 年」に向け，

微力ながら研究活動と学生との実践活動を継続していく所存である。以下，今後の課題と提

言を４点述べて，小括としておきたい。

「千葉氏」に関する資料収集および整備の推進

→本研究では，近代における資料の一部を収集し．データ化を果たした。このような既存の

『千葉市史』掲載外の史資料の収集と整備は，開府 900 年に向け，計画的に実践していく必『千葉市史』掲載外の史資料の収集と整備は，開府 900 年に向け，計画的に実践していく必

要があると考える。

近代の千葉氏研究について，市民へ広く伝えていく活動

→本研究（「報告書」）では，近代の千葉氏研究の流れと概説にしか踏み込むことができてい

ない。繰り返しになるが，近代の自治体として千葉市は，「開府」にかかる「物語」を有し

ている。これを市民に示すことで，開府 900 年に至る市民の立ち位置が判然としてくると考

える。同時に，こうした「物語」に魅力を感じることによっても，「アイデンティティ」は

獲得されるのではないかと考える。
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若い世代による「千葉市らしさ」の魅力創出活動の「継続」と「拡大」

→本年度の開始から実施まで，試行錯誤の連続であったが，受講生集めから授業の進行，実

際の調査まで経緯について，可能な限り「報告書」に記載した。千葉市周辺大学の関係者に

おいては，是非参考にしていただき，よりよい形で若い世代の活動を拡大していくことに関



わっていただきたい。

ソーシャルネットワーキングサービス等の情報通信技術の活用に関する再検討

→WWW や SNS の活用については計画当初に掲げており，暫定的に Facebook のページを開設

したものの，学生らは消極的であった。SNS の種類も複数存在し，世代によって利用するサ

ービスが異なっているのが現状である。また，情報交換をおこなうアカウントにしても公私

を分けたいとの要望もある。よって，千葉市もしくは千葉大学として公式に情報発信をおこ

なう「場」は絞った方が良い（千葉市ＨＰ），というのが現在の結論である。ただし，これ

はあくまで現在の結論であり，効果的な情報通信技術の活用については今後も模索してい

きたい。

以 上
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