
平成１９年度第１回木更津市文化財保護審議会 議事録 

１．会議名 平成１９年度第１回木更津市文化財保護審議会 

２．開催日時 平成２０年１月２３日（水）午後２時００分～３時３０分 

３．開催場所 木更津市役所 ４階副市長応接室 

４．出席者 文化財保護審議会委員 出席４名 

金子馨会長、筑紫敏夫副会長、栗本佳弘委員、藤平量郎委員 

教育委員会事務局８名 

初谷教育長、須田教育部長、栗原次長、高橋文化課長、半澤副主幹、甲斐主査 

酒巻主査、斉藤主査、 

５．議題及び公開又は非公開の別 

議題 （仮称）木更津市立博物館の設置について（公開） 

６．非公開の理由 

７．傍聴人 なし。 

事務局 只今から、平成１９年度第１回木更津市文化財保護審議会を開催いたします。 

本日の文化財保護審議会は、山田委員より家庭の都合により欠席させていただきたいと 

の連絡がございました。なお、会議につきましては、木更津市文化財保護条例 第２０条 

第２項の規定により委員の過半数の出席により、会議は成立しております。また、本日の 

会議及び議事録は公開されます。 

はじめに、金子会長よりご挨拶をお願い申し上げます。 

金子会長挨拶 

事務局 有難うございました。続きまして、初谷教育長からご挨拶申し上げます。 

初谷教育長挨拶 

事務局 お手元の会議次第の４をご覧ください。本日の議題は、「（仮称）木更津市立博物館の設 

置について」でございます。それでは、金子会長に進行をお願い致します。 

金子会長 では、 議題 「（仮称） 木更津市立博物館の設置について」 の説明を事務局にお願いします。 

事務局 （高橋課長） 

まず、「県立上総博物館移譲の説明について」お手元の資料に基づきまして、説明させて 

いただきます。既に、昨年２月の文化財保護審議会において経緯について説明させていた



だいたところでございます。 

平成１５年９月１０日千葉県教育庁教育振興部文化財課から、 上総博物館移譲について 

の協議申し入れがあり、１回目の協議は９月１６日に行われました。 

市では、上総博物館受け入れ検討協議会を３回行い、検討結果として、１ページに記載 

されている報告がなされました。上総博物館が閉館してしまう事による、木更津市に与え 

る教育的影響が少なくないことから、施設を存続する必要があると考え、上総博物館の木 

更津市への受け入れが必要との結果から協議を進めました。 

その後、県との協議を進めた中で、平成１８年９月２６日、移譲に関する最終的な結論 

と、それに伴う要望書の提出依頼が県からなされました。 

平成１８年１２月１日、木更津市庁議で、８項目の要望事項を付して、上総博物館の木 

更津市への移譲を受けることが決定されました。２ページ中段にある要望事項を付して、 

平成１９年２月２日に、千葉県知事に移譲に関する要望書を提出しました。 

その後、県教育委員会より「財産譲与申請書」の提出依頼があり、それを踏まえて、平 

成１９年４月２７日、「申請書」 を提出しました。 ３ページの一番上、 平成１９年５月８日、 

千葉県財産処分委員会において審議され、木更津市に建物・工作物を譲与することが決定 

されました。なお、正式決定につきましては、平成２０年２月県議会において議決後とい 

うことで、聞いております。 

県は、木更津市の要望事項に沿う形で、博物館建物の耐震化工事、バリアフリー化工事 

等を施工するため、上総博物館を平成１９年５月１４日閉館いたしました。１９年６月２ 

１日から２０年２月末までが工事期間となり現在閉館しています。 

木更津市は、７月６日、博物館運営懇談会設置要綱を制定。県立上総博物館移譲を受け 

るにあたり、新たな博物館運営を行うため、市内在住の有識者５名に（仮称）市立博物館 

運営懇談会委員を委嘱しました。１０月１６日、１１月１９日の２回にわたり博物館運営 

懇談会を開催し、色々な意見を伺ったところであります。 後で説明します運営方針の中 

で反映できるものは反映させてございます。 

市議会等に説明を行った後、平成１９年１２月１日、「広報きさらづ１２月号」等で広く 

市民に、県立上総博物館を木更津市が平成２０年４月に移譲を受け、新しい木更津市の芸 

術文化施設として運営される予定である旨の広報を行いました。同時に、市民に親しまれ 

る施設とするための「名称募集」を行いました。 

平成１９年１２月２５日、 名称募集を受けて、（仮称） 市立博物館の名称選考会を開催し、 

応募５５作品の中から「木更津市郷土博物館金のすず」を選考しました。なお、３月市議 

会において、選考した名称を基に、博物館設置及び管理条例で「名称」を盛り込んであり 

ますので、正式名称決定は３月議会の承認後となります。 

４ページ、平成１９年１２月２６日、木更津市経営戦略会議において、この後説明しま 

す「博物館運営方針」について了承を得ました。これは、木更津市の最終の意思決定であ 

ります。それを踏まえ、同日、木更津市教育委員会会議で、「博物館の運営方針」について 

説明を行ったところであります。 以上、「県立上総博物館移譲経緯の説明について」のと



おりであります。 

続きまして、「 （仮称）木更津市立博物館の運営方針について」を説明させていただきま 

す。

この運営方針につきましては、木更津市経営戦略会議にかけられ、機関として意思決定 

したものであります。 

１． 基本テーマですが、 千葉県立上総博物館は、 平成２０年４月に木更津市が移譲を受け、 

新しく木更津市の芸術文化施設として管理運営する。移譲にあたっては、上総博物館の建 

物施設と共に博物館収蔵資料を一括して引継ぎ、上総木更津金鈴塚古墳出土品（国指重要 

文化財）の展示に加え、旧安西家住宅（木更津市指定文化財）を博物館の野外施設として 

位置づけ一体的に活用し、人文系博物館として郷土木更津市を中心とする資料の展示を行 

なう。また、これに付加して木更津市所蔵の絵画等美術作品の展示スペースを設けます。 

２． 資料ですが、 上総博物館収蔵資料の一括引継ぎ資料。 上総木更津金鈴塚古墳出土品 （重 

要文化財）。木更津市所蔵の絵画等美術品であります。 

３．事業については、博物館法第３条に基づく事業ということで、人文系博物館として郷 

土木更津市を中心とする資料の収集・保管と調査・研究を行う。生涯学習の拠点として常 

設展示の他、企画展、講座等の積極的な博物館活動を行う。常設展示は、上総木更津金鈴 

塚古墳出土品・上総掘り用具（重要文化財）の展示をメイン展示として、郷土木更津市地 

域を中心とする歴史民俗資料の展示及び木更津市所蔵の絵画等美術作品を展示します。木 

更津市には名誉市民であります故千代倉桜舟先生の書を多く頂いてありますので、作品を 

展示したいと考えております。 

４．運営管理については、基本的には、市の芸術文化施設として継続的、安定的に活動を 

展開すると共に展示内容の拡充を図る運営努力をいたします。 

博物館法第１０条による「登録博物館」として運営し、また、国指定の重要文化財があ 

ることから、重要有形民俗文化財の公開施設の規定、文化財保護法第８４条第１項ただし 

書きに基づく、「公開事前届出免除施設」として、県及び文化庁に登録等を行います。 

組織は、館長、学芸員、その他必要な職員を置く。 

開館形態について、開館時間は９時から１７時まで、休館日は毎週月曜日。月曜日が祝 

日又は振り替え休日のときは開館し、翌日が休館日。年末年始は１２月２８日から１月４ 

日休館であります。 

観覧料について説明させていただきます。観覧料につきましては、博物館法第２３条で 

は、「公立博物館は入館料、その他博物館資料利用に対する対価を徴収してはならない。た 

だし、博物館の維持運営のため止むを得ない事情がある場合は、必要な対価を徴収するこ 

とができる」となっています。この観覧料については、運営方針を決定する経緯で検討を 

重ねた結果、木更津市の厳しい財政状況を勘案し、博物館の維持運営のため止むを得ない 

事情とし、博物館館の施設維持及び資料の保持経費の一部を来館者に負担願うことにしま 

した。施設維持経費得を見込入館者数で割ると、１人３００円位になります。３００円の 

うちの一部を負担していただきたいと考えました。



観覧料は、大人２００円、学生１００円。中学生以下及び６５歳以上の者は無料、身体 

障害者手帳所持者は減免。特別展は１千円を超えない範囲でその都度設定。観覧料につい 

ては、市内、市外の区別はしない。団体割引は２０名以上、大人１６０円、学生８０円。 

観覧の年間パスポートを考えています、発行日から１年で大人１，０００円、学生５００ 

円。これは、常設展、企画展を併せた中での観覧料です。 

特別利用における料金を設定します。特別利用の内訳は、資料の熟覧、模写、模造、拓 

本、 撮影及び原版使用があります。 これにつきましても、 料金を設定させていただきます。 

博物館協議会については、博物館法第２０条に規定する博物館協議会を設置します。 

博物館友の会について、既存の県立上総博物館友の会は３月３１日をもって無くなりま 

す。それを踏まえて、新しい市立博物館友の会を発足し、新たなルールに基づき協力関係 

を構築したいと考えています。 

５．旧安西家住宅について、まず、設置条例の廃止及び施設の活用ですが、市立博物館の 

設置条例制定と同時に、一旦は旧安西家住宅の設置条例は廃止しますが、市立博物館設置 

条例の中に含め、野外施設として位置づけ管理し活用する。利用については今までと同じ 

であります。次に旧安西家住宅ガイドボランティアの活動につきまいては、移譲後の市立 

博物館と従来どおり、案内業務を委託契約し現体制を維持してもらいます。 

６．金鈴塚遺物保存館について、市立博物館の設置及び管理条例（平成２０年３月市議会） 

と同時に、 金鈴塚遺物保存館の設置条例を廃止し、 平成２０年３月末をもって閉館します。 

なお、上総木更津金鈴塚古墳出土品については国重要文化財であることから、文化庁等に 

「文化財所在変更届」を提出し許可後、金鈴塚遺物保存館から新しい市立博物館へ移動し 

収蔵保管及び展示をする予定であります。また、金鈴塚遺物保存館の建物施設の活用につ 

いては、 設置条例廃止後において、 埋蔵文化財関係の保管場所として活用を考えています。 

７．移譲日は、平成２０年４月１日。博物館の移譲にあたり県では、建物の耐震化・バリ 

アフリー化工事を平成２０年２月末で完了し、平成２０年４月１日付けで、県及び市にお 

いて財産譲渡契約を締結し移譲を受けます。 

８．開館日については、平成２０年４月１日より建物と収蔵物の移譲後、直ぐに開館と言 

う訳には行きません。開館に向けて諸手続きや展示を行い、市民の皆様になるべく早く開 

館しお見せしたいと考えております。年内に開館したいと思います。 

９．移譲後の市立博物館の名称について、平成１９年１２月１日付け、「広報きさらづ１２ 

月号」等で施設名称を市民より公募しました。名称選考委員会を開催し、応募作品５５点 

の中から「木更津市郷土博物館金のすず」の名称を選考しました。なお、博物館条例が３ 

月議会で承認を受けた後、正式決定となります。 以上であります。 

金子会長 「県立上総博物館移譲経緯の説明について」「（仮称）木更津市立博物館の運営方針につ 

いて」事務局の説明が終わりました。質問・意見を伺うところですが、ここで５分間時間 

をとりたいと思います。その後に質問・意見をお伺いしたいと思います。 

（５分間資料を読む時間を設けた）



金子会長 それでは、短い時間でしたが、２点、「博物館移譲経緯について」「博物館の運営方針に 

ついて」質問意見を分けますか、一緒でよろしいですか。では、一緒にしましょう。では、 

ご自由にご質問、ご意見をお願いします。 

筑紫委員 観覧料の特別利用について、県立中央博物館は現状では特別利用料は無料です。届出を 

出してもらっています。これからはわかりませんが、特別利用はいくらくらいを考えてい 

ますか。利用形態により違うと思いますが。 

事務局 特別利用につきましては、 熟覧２００円、 模写５００円、 模造５００円、 拓本５００円、 

撮影、原版使用等１，０００円以下というように考えています。中には、資料が切れてし 

まうこと等あり、博物館資料によっては対応できないものもありますので、その旨付け加 

えたいと思います。 

栗本委員 工事の進捗状況で来月末に工事が完了とのことですが。身障者対策はどうですか。 

トイレの改修等問題もあります。車椅子についても法令でスロープの角度が決まっていま 

す。バリアフリー化でエレベーターの上下運動に対して、既存のエレベーターが改修でき 

るようになるのか。外付けなのかどうか、外付けの方が良いと現職の時考えたがどうでし 

ょうか。 

事務局 バリアフリー化対策については、皆様ご存知のように上総博物館の建物が斜めのところ 

に建っています。入り口が３階からで改良しても障害者の方に対応するのが難しい。館の 

裏に回ってもらい、１階を改良し、幅を広げ車椅子用のスロープを造る、併せて安全のた 

め防護柵を取り付ける。現在使用していない宿直室を全面改装して身障者用トイレを設置 

してもらいます。先日、現場を見に行きましたが、中は出来ていました。１階に職員は常 

駐していませんので、来られた方にインターホンを押してもらい、職員が３階から下に降 

りて対応することになります。 

今のエレベーターを使って、手摺の設置と鏡を付けてもらいます。身障者の方は後ろが 

見えませんので、鏡で安全確認をして降りていただくためのものです。 

併せて、１階入り口に自動ドアをつけてもらいます。そのまま１階の展示室はご覧にな 

れます。２階にはエレベーターで上がっていただきます、車椅子で健常者と同じように見 

られるようバリアフリー化工事を行ってもらっています。既存建物ですので全面的に改修 

というわけにも行きませんが、工事の中に含まれています。 

栗本委員 身障者対策というのは、 個人がそこの施設をどこでも自由に出来る前提があるわけです。 

インフォメーションのある３階は行けない、法律論で言うと規制をかけている。私も逃げ 

ていた訳ですが、４５年に建てて改修が不能であれば見過ごされることもあるかも知れな 

いけど、改修行為がある時にその部分をクリアーしていないのは如何なものかという意見



が出た時に行政は答弁に苦慮する。どんなに時間がかかっても、お金がかかっても、景観 

が悪くなっても法律論で言うと行わなければならなくなっており、もっと強化されている 

と言うのが大前提であると思うのですが。 

事務局 障害者も健常者同じ様に施設が利用できなければいけない思います。観覧できるように 

外付けのエレベーターを考えてもらいました。現実にどこに付けるかが課題で、エレベー 

ターは、１階２階しかないということで、３階に上げるととんでもないところに出てしま 

うことになりまして、既存建物で出来る限りの対応を考えたということであります。 

栗本委員 同じ立場として、 この様なことも考えておかなければならないということを申し上げた。 

障害者対策は、至上命題を出している。あのエレベーター「貨物用」ですので人間が乗れ 

るように手続きをとっておかないと後で指摘があるといけない。引渡しの中で確認を取っ 

ておいたほうがよいと思います。使用は大丈夫か。何の法律が適用か。きちんと決めてな 

いといけないと思います。 

事務局 エレベーターは貨物用であったので、エレベーターの閉まる時間をだいぶとってありま 

す。身障者の方が１人で乗ることは無いと思いますが、閉まる時間が遅いので対応できる 

と考えています。 

栗本委員 適用法令は何か。教育委員会で申請することになるのか。 

栗原次長 建築基準法で決められています。確認し対応いたします。 

栗本委員 平成２０年４月１日移譲ということですが、どの様な形で移譲されるのか。市の意見は 

どのくらい入れられるのか。展示ケースを入れてくれるとか、ここは、こういう風で良い 

とか。壁紙を含めてそのままなのか。どの程度考えているのかお聞きします。 

事務局 どの様な形でということですが、今回の改修工事に入る前に県と協議いたしました。市 

が考えている形で、市の展示計画を考えて移譲を受けます。２階の展示室のガラスケース 

は引き続き残してもらいたいとか、絵画展示場所はピクチャーレール（作品を壁に掛ける 

もの）の取り付けをして欲しい等、全てではありませんが工事に入っています。また、改 

修工事で壊したものは復元してもらいます。展示用品については、上総博と木更津市で話 

し合い、とりあえず、他に移してあります。ガラスケース等は活用させてもらいます。 

博物館収蔵品は梱包されて保管されております、金鈴塚古墳出土品等と木更津市の収蔵品 

と併せて展示計画を立てており、博物館移譲後において展示の際には梱包を解いて展示い 

たします。今回の工事で、展示スペースが狭くなった場所、補強材を入れた事により１階 

では使い道のない所も出てきていますが、市の要望に合わせる様にお願いしています。



栗本委員 博物館オープンの時期は。 

事務局 ４月１日移譲を受け直ぐに開館することはできません、建物の移譲を受けてから収蔵品 

の展示を行います。 文化庁の諸手続き等行う訳でございます。 なかなか時間がかかります。 

先生方もご存知の様に、県は寄託品を返しており、また市が寄託を受けることになり準備 

期間が必要になります。その様な考えで年内になるべく早く開館したいと考えています。 

栗本委員 運営方針の中で、人件費にしても県がある程度負担するという交渉を持っていかないと 

いけないですよという話は、当時の次長さんにお話した経緯があります。大きな流れの中 

で、展示構想を含め３年間１人くらいはと思います。それが、県費なのか市費なのか見て 

いましたがよく検討した方が良いと思います。 

事務局 先の話は最大限要望ということで、２ページに記載の要望をしています。県もなかなか 

予算が厳しい状況です。人的には（県派遣職員の）基本給を持ってもらいます。全てでは 

ありませんが両方が「ウン」と言える条件を出したのが事実です。 

藤平委員 上総掘りの用具（重要文化財）は、ほとんど揃っていますか。 

事務局 上総掘りについて、用具は上総博物館に在り有形重要文化財となっております、袖ヶ浦 

博物館は技術の伝承で無形重要文化財に指定されました。上総掘りのシンポジュウム（か 

ずさアカデミアパークで開催）では、１本にしたらという意見が出ましたが、そのような 

訳にはいきません。 上総博物館は有形文化財ということで、 道具は一通りは揃っています。 

藤平委員 木更津市地域では上総掘りはいくつ残っているのですか。 

栗本委員 ５年前もっと前の話で、君津、木更津、市原等、現在残っている上総掘りの数調査を、 

私は５年調査したことがありました。他のところは大体数をつかめましたが、木更津市だ 

けはいくつあるかつかめませんでした。下郡は人材がいて、田んぼの中を地図を見ながら 

調査しましたが色々な事情があって完成は見ていません。 

藤平委員 富来田地区は多いのですか。 

栗本委員 富来田地区は上総掘り方式ではなく、機械掘りしたのもあり、田んぼの持ち主に聞かな 

いとわからないものがあります。この様な状況ですからチェックを５年かけてもいくらも 

進みませんでした。私が知りえている情報です。 

教育長 田んぼの畔等に自噴していますね。これが（良質な水が）酒にもなるんですね。



藤平委員 ちなみに、久留里地区には 190 くらいあります。 

発祥は小櫃に言わせると小櫃、小糸に言わせると小糸と言います。 

栗本委員 上総掘りの道具については、千何百点保存処理されています。適切に管理されていれば 

道具だけは残っています。道具の復元は全部作ってあります、貸し出しも可能です。くせ 

が悪くて「竹ひご」は３年置いておくと傷んでしまいます。消耗してもかまわないのです 

が。木更津市にはフィールドが無いです。袖ヶ浦市が、技術の伝承ということで、あちら 

はフィールドを持っている訳です。 

藤平委員 掘る人が、袖ヶ浦に移ったのですね。 

栗本委員 博物館の資料については、博物館設置の時の理念はコレクションで来ています、千葉県 

の博物館の場合、途中で変更がありました。上総博物館の場合、１館しかなかったので県 

下全域が対象でしたので全域から資料が集まっています。途中で変わりまして、地域博物 

館という趣旨と専門性という趣旨と２本立ての設置目的となりました。その時点で、全県 

から入って来たものを各性格的別に他の館に移しています。完全に帰っていれば良いので 

すが。残っているものもあり、不完全であります。寄贈された方、或いは館長さんのご意 

見もあったかも知れません。 

あるものは、佐原、大多喜へ移る。ところが地元のものだからといって大多喜の専門性 

で無く地域に置く。地域のくくりの中でそれが不完全のまま現在に至っている。それを今 

回の移譲でそっくりそのまま受け継いでしまうと果たしてどうなのか。 今後の活動、 収集、 

調査、研究活動を含め考えていくと、あるものは資料を殺すことになる。あるものは欲し 

いけれども入手できなくなることを危惧しています。 

一括移譲も良いけれど、 将来的に活動の柱になりえないものは、 受けない方が良いのかな。 

県の中央博物館は、資料の貸し借りはあるけれど、交換というかその様な話しは、まず出 

て来ない。まして、売買の話は絶対出てきません。木更津市が背負い込まなければいいと 

思っています。 

事務局 当初、収蔵品数が１万３千点であると聞いていましたが、実際、野口課長に伺うと倍以上 

であるという話もあります。 もともと富津海洋資料館のものも全部受け取るということで、 

数的にも、 一式が５０あるかも知れないので積み重なると大きな数字になります。 開館後、 

大きい形でのたな卸しが物理的に出来ない中で、木更津市で必要のないものがあるかも知 

れませんが、ひとまず一括移譲を受け、その中で収蔵スペースを考えながら、調整してい 

く必要があると考えております。 

栗本委員 収蔵庫のスペースは有限であり、博物館の資料は一度登録すれば図書館と違いまして、



図書館は廃棄できますが、博物館には「廃棄」という思想は無いのです。博物館は今の人 

がどこまで保存できるかが勝負の世界です。民俗資料は無限に増える資料なのです。これ 

が図書館と博物館の大きな違いです。学校だったら、学籍簿は１０年で廃棄できますが。 

教育長 ずっと残るのは卒業生台帳だけですから。博物館が移譲されたことで、家にある物を良 

かろうと思って持って来られる人もいますよね。その辺の窓口をしっかりしないといけな 

いし、廃棄という思想が無いとわかりました。 

金子会長 色々な観点から、たくさんの意見を出していただいて有難うございました。 

この他にご意見等がなければ、議題である「（仮称）木更津市立博物館の設置について」は 

終了させていただきます。 

金子会長 その他として、何か事務局でありますか。 

事務局 千葉県で、平成１４年に県の有形文化財に指定した「金田庄黌関係資料」の名称変更等 

にかかる現状報告をさせていただきます。 

金子会長 事務局の説明をお願いします。 

事務局 資料の確認ですが、金田庄黌関係資料、至徳堂関係資料、文化財マップです。 

「金田庄黌関係資料」は、平成９年に木更津市の指定文化財になり「至徳堂関係資料」と 

なっています。それが平成１４年に千葉県の指定有形文化財になり、その際、「金田庄黌関 

係資料」となりました。 

県の文化財課から改めて、名称を「至徳堂関係資料」に、資料の追加として７３点追加 

指定したいと言う話がありました。この「至徳堂関係資料」は、資料に記載してあります 

が、１８００年代市内の高柳村という所で開かれた郷学です。郷学というのは、寺子屋、 

藩で作った藩校に近い意味で使われておりまして、基本的には民設民営であり藩が積極的 

に関わったものです。至徳堂関係資料は、その際主宰者である鈴木元朋の子孫の家から資 

料が発見され、現在、木更津市立図書館に保管されています。今回、県の方で追加指定し 

たいということです。 

寄贈された資料の中にはまだ指定されていないものがありまして、その指定されていな 

い中にもその当時教科書等として使われたもの、使われたと判断できるものが存在するこ 

とが、以前から知られておりました。これを、改めて今回県で調査をして７３点追加指定 

したいということです。 

資料の後のページに蔵書印が押されています。色々種類がありますが、このような蔵書 

印があり、当時「至徳堂」で使われていたということで、後の表の番号の脇に判定の、○ 

印の７３点が追加されます。×印は「至徳堂」で直接使われたとは、認められないとのこ



とで追加からはずされた１１８点です。 

去る、１月１７日に県文化財審議会で審議され、２月２０日県教育委員会会議で承認を受 

け、３月中旬から下旬に「県報」に掲載し告示になります。今年度中には正式に決定する 

ということを県から話がありました。 （告示の日が正式決定） 

金子会長 まとめますと、 県指定文化財 「金田庄黌関係資料」 を｢至徳堂関係資料｣に名称変更をし、 

それに加え、７３点の資料を追加指定する事を進めている訳ですね。 

事務局 そのとおりです。 

金子会長 何か、ご質問はありますか。 

筑紫委員 追加指定検討一覧で、○印の付いている７３点も図書館にありますか。 

事務局 市立図書館で管理しています。 

筑紫委員 県から県指定文化財の名称変更と資料の追加指定をするという事ですが、木更津市文化 

財保護審議会はどの様な扱いになりますか。 

事務局 県の指定になる時、市の指定は解除になっています。 

筑紫委員 資料の追加指定の○×判定は、県の植野さんの調査によるものですか。 

事務局 判定は、県の調査結果によるものです。 

金子会長 他に何かございますか。特になければこれをもちまして、議事は終了させていただきま 

す。 

事務局 本日は、委員の皆様におかれましては、大変お忙しいところご出席いただきまして誠に 

有難うござました。 

これをもちまして、第１回文化財保護審議会を終了させていただきます。 

平成２０年１月２３日 

議事録署名人 木更津市文化財保護審議会 

会長 金 子 馨


