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平成２０年度第３回木更津市文化財保護審議会 

議 事 録 

１．会議名 平成２０年度第３回木更津市文化財保護審議会 

２．開催日時 平成２１年３月２５日（水）午後１時３０分～４時００分 

３．開催場所 木更津市役所４階副市長応接室及び釋蔵寺・高蔵寺 

４．出席者 文化財保護審議会委員 出席４名 

金子馨会長、栗本佳弘委員、藤平量郎委員、高崎芳美委員 

教育委員会事務局 ７名 

初谷教育長、須田教育部長、高橋文化課長、半澤副主幹、戸倉副主幹、酒巻主査、 

斉藤主査 

５．議題及び公開又は非公開の別 

会議内容 議 題 市指定文化財「鎌足桜」祖株の苗木育成実験について（公開） 

視 察 市指定文化財「木造薬師如来坐像」（曽根・釋蔵寺）他２件 

その他 

６．非公開の理由 

７．傍聴人 なし。 

事務局（戸倉）ただいまから、平成２０年度第３回木更津市文化財保護審議会を開催いたします。ま 

た、筑紫委員から都合により欠席させていただきたいとのご連絡がありましたのでご報 

告します。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、本日は過半数を超える委員のご出席がございましたことから、会議は成立して 

おります。 

本日は、議案をご討議していただいた後に、市内に所在する指定文化財の視察を予定 

していますが、視察先は曽根の釋蔵寺と矢那の高蔵寺の２箇所となりましたので、ご了 

解をお願い致します。 

それでは、 まず、 会議次第によりまして、 初めに金子会長からご挨拶をお願いします。 

よろしくお願いします。 

金子会長 ［挨 拶］ 

事務局（戸倉）ありがとうございました。続きまして、初谷教育長からご挨拶申し上げます。 

事務局（初谷教育長） ［挨 拶］
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事務局（戸倉）それでは、お手元の会議資料ご覧ください。表紙の裏面に記載しています本日の会議 

内容は議題として 「市指定文化財 「鎌足桜」 祖株の苗木育成実験について」 と、 「視察 釋 

蔵寺と高蔵寺の市指定文化財」及び「その他」でございます。 

併せまして、本日のスケジュールをご案内させていただきます。この後、議題の「市 

指定文化財「鎌足桜」祖株の苗木育成実験について」ご討議していただいた後、「その 

他」を先にさせていただきます。終了後に公用車で移動、市指定文化財を視察していた 

だく予定です。視察の後、再び公用車で市役所に戻ってまいりますので、よろしくお願 

いします。 

それでは、議長は会長にお願いする規定となっておりますので、金子会長に議長をお 

願いします。 

金子会長 それでは、議長を務めさせていただきます。よろしくお願い致します。まず議案「市 

指定文化財「鎌足桜」祖株の苗木育成実験について」ですが、事務局の方で説明してく 

ださい。 

事務局（戸倉）資料の１～３ページまでが資料となっています。１ページ目からご説明させていただ 

きます。現在、高蔵寺の裏山に移植されています市指定文化財「鎌足桜」祖株は、これ 

から先生方に視察していただきますが、幹を見みると部分的にかなり痛んできている状 

況となっています。そこで、この「鎌足桜」祖株の保護・育成を図る観点から、最新の 

バイオ技術を利用した苗木の育成実験を今考えています。 

この実験によって、 （成功した場合には）木更津市にとって「鎌足桜」が有効的な資源 

となるように、現在既に発足しています木更津市の鎌足桜保存会や地元の企業等の協力 

を得ながら、今後の最善の活用方法を検討していく所存です。 

本日の議題に上程させていただきました理由は、このような考えから、文化財保護審議 

会において「鎌足桜」の祖株から枝木を採取することをご了解していただき、苗木育成 

の実験をしようとするものです。以下、ご説明させていただきます。 

１番目の従来の育成方法による問題点についてご説明します。「鎌足桜」は、ヤマザク 

ラの突然変異種と考えられている桜で、 実生による苗木の育成ができません。 このため、 

従来から「挿し木」や「接木」による育成がおこなわれてきましたが、これらの方法で 

は良好な苗木の安定的な確保が極めて困難です。 

「挿し木」につきましては、従来の方法では活着率が極端に悪く苗木の育成が難しい 

ということです。 昨年におきましても、 地元の育苗家によりますと、 地元で採取した 「ひ 

こばえ」を用いた「挿し木」が全く活着しなかったということでございました。 

「接木」につきましても、台木となる植物の養成や接木作業に、かなりの手間と時間 

がかかります。また、「接木」をおこなう技術は、熟練を要します。穂木と台木の親和性 

に問題があり、台勝ちして台木の性質が「鎌足桜」に現れてしまう例もあり、また実生
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苗よりも接木によりますと寿命が短く、また活力の弱い桜になる可能性があります。こ 

のような従来の 「挿し木」 と 「苗木」 による育成方法では色々と問題点がありますので、 

新たな苗木の育成方法を探るものです。 

２番目の市指定文化財の「鎌足桜」祖株をなぜ実験に利用したいかということにつき 

ましては、市指定文化財の祖株のみを純粋な「鎌足桜」として、その性質を受け継いだ 

苗木を確保していくことにあります。他の「鎌足桜」を見ますと、「鎌足桜」は花びらに 

特徴がありますが、本来の性質が少しずつ変化している（花びらが見られる）桜がある 

ため、祖株を利用することが最善の方法であると考えます。実際は、枝木を数本採取し 

まして、実験の材料とさせていただくことを考えています。 

３番目の実験方法についてですが、３ページ目をご覧ください。一番下に写真と実施 

例がありますので、そこから説明させていただきます。葉が生えそろった時期に緑枝を 

数本採取しまして、そこから挿し穂を作り容器内で挿付けします。この挿付けしたもの 

を培養室の中へ持っていきまして、そこで夜８時間は消灯しますが、16 時間光に当て、 

通常の大気の約３倍の 1000ＰＰＭの炭酸ガスをあてがい、 また湿度を調節して、そうい 

う形にした人工的な環境下に挿し穂を置き、植物の本来持つ光合成能力を最大限に引き 

出して、発根の促進を促す技術です。成功した場合には、まず「鎌足桜」の品種の確保 

が図れます。もう一つは、「鎌足桜」祖株の特徴を受け継いだ高品質で均一な苗木が安定 

的に確保できる、そういう利点があります。そういうことがありますので、先生方にご 

討議していただいて、ご了解をいただきまして、枝木を「鎌足桜」の祖株から数本採取 

し、実験をおこないたいということでございます。 

金子会長 （説明は）以上ですか。それでは、１件事務局から議案がございましたが、市指定文 

化財であります「鎌足桜」祖株からの苗木育成についての説明と、苗木育成の実験の話 

でしたが、何か（ご質問等は）ございますか。委員の先生方にお聞きします。 

藤平委員 この実施例はソメイヨシノですけど、それで何パーセントぐらい成功していますか。 

事務局（戸倉）桜につきましては四国の徳島にあります蜂須賀桜とか、あるいは宮城県の塩釜桜とい 

う桜がありますとか、そういう桜で、既にこの実験をおこないたいと考えている会社の 

実験が成功していまして、桜についてはこの技術を使いますとかなり成功しています。 

発根率は、大体ソメイヨシノですと８０％以上の確立です。実際に、この発根したもの 

を少し大きくしました後、また樹苗圃の方へ持ち込みまして、そこでまたある程度の大 

きさにしていきます。 

藤平委員 これを読ませていただきますと、「鎌足桜」 は非常に繁殖がしにくい、 今まで 「挿し木」 

とか「接木」ではどの程度ぐらいの（苗木育成が）成功率ですか。
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事務局（戸倉）昨年度は、さきほど説明させていただきました「挿し木」なんですけど、ひこばえを 

用いまして１００本２００本という単位で、地元の育苗家の方が「挿し木」をしたそう 

ですが、全く夏を越せなかったということで、全て駄目なったということです。非常に 

「挿し木」がなかなか上手くいかない。４・５月ぐらいに採取しましても、夏の終わり 

頃には、大方枯れてしまうということが現実です。 

藤平委員 そうですか。 ヤマザクラの品種と考えられているそうですけど、 ヤマザクラは種で （で 

きますけど） 、ソメイヨシノはできませんが、この「鎌足桜」は種はできますか。 

事務局（戸倉） 「鎌足桜」は実生による苗木ができません。 

藤平委員 しょうがないですね。考えられるのは（挿し木か接木しかありませんよね） 。わかりま 

した。 

事務局（戸倉）現在、地元には苗木が全くない状態です。 

栗本委員 河津桜は、早くから咲きますよね。 

事務局（初谷教育長）3 月中ですからね。河津桜が咲くのは。 

栗本委員 そんなに（根が）つかないですかね。私もいたずらして良く（苗木育成を）やってい 

ます。 「鎌足桜」はやったことがありませんが、今ソメイヨシノは、ほとんど挿し木です 

よね。藤桜なんかは、私がやっても５０％ぐらい（根が）着きます。 

祖株から増やしていくということは、もしものことを考えれば有効な手段ですよね。 

むやみやたらに枝木を採取しないよう、ほどほどに枯れないようにしてください。 

事務局（戸倉）数本ですけど、（採取を）考えていますのは。勢いのある枝木を数本採取させていただ 

きまして、それを使って実施します。 

栗本委員 ノウハウはあまり記憶にないですけど、弘前城のソメイヨシノは毎年切っていますよ 

ね。切り方は、うまいらしいようです。弘前あたりでは、枝木の剪定をしているらしい 

ですよ。 

藤平委員 切って良く消毒すれば大丈夫です。 

栗本委員 要するに、焼けが込んでくる（切断した部分から腐ってくる）ということですよね。
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藤平委員 そういうことです。 

栗本委員 私なんか２月頃にやりますよ。 

藤平委員 そうですよ。 

栗本委員 普通は、（挿し木は）２月ですよね。結構、今までやってきました。バラ科の植物は、 

挿し木で苗木ができるんですよね。梅雨時の葉っぱがある時期の、光合成ですから葉が 

なければできないと思いますが。 

もう一つの手段で、発芽前の挿し木、植物学的には一番発根しやすいのは、２月の末 

なんですよね。５月６月前後というのはむしろ空中湿度が高いから、しおれないから、 

発根を促すにはあまり適していないと思いますが。落葉樹の場合は、休眠から目覚める 

ときが、芽もそうだし、根っこ出やすいというか、出たがるというか、私の学んだ植物 

学ではそう思っています。 

藤平委員 そのとおりですよ。 

栗本委員 「さつき」は、春先に挿しますからね。梅も私は今年挿したんですけど、つきますよ。 

事務局（須田部長）ちょっと１点ばかり補足させていただきます。今、戸倉から報告させていただい 

た、地元の園芸をやっている方々の挿し木というのは、祖株から採ったものではなく、 

地元にある「鎌足桜」から採ったものです。ですから、市指定文化財からは採ったもの 

ではありません。これは、指定文化財の形状変更が伴うことなので、今回は祖株から採 

らしていただきたいというのは、「鎌足桜」とは何なのかということなんですね。 

教育委員会としては、このことをもって、いわゆる「鎌足桜」はこれだというはっき 

りとした概念を確立したいという思いがあります。 いろいろな接木をした 「鎌足桜」 は、 

市内にたくさんありますが。 

栗本委員 そうですかね。 

事務局（須田部長）博物館の裏にもあります。実は、あれは将来的には「鎌足桜」ではないという話 

になっていくというぐらい、祖株からの「鎌足桜」を本当の「鎌足桜」という形で定め 

たい、ブランド化し継承していきたいという考え方でございます。 

金子会長 継承していきたいということですよね。 

栗本委員 どのような実験方法をおこなうのか教えてください。
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事務局（須田部長）全くその辺がこれからお話し合いで決めるということで、特殊な技術ですのでど 

ういう形になるのか。とりあえずご了解をいただいた上で、その会社と折衝するという 

ことになろうかと思います。 

あくまで、今回は学術的な実験という位置づけという中で、やはり蜂須賀桜でもこの 

実験で増やしてブランド化していったという経緯があるらしいんですが、そうなると苗 

木を販売するとか、営業的なところが出てきますが、そこには踏み込まないで、とりあ 

えず実験的にやっていただくという方法ですので、金額的にはなるべく無料に近い形で 

行いたいと考えています。 

栗本委員 予算は、将来的な課題ですよね。 

事務局（須田部長）課題です。うまくいけばの話ですけど。 

高崎委員 市民としては、 こういう形で 「鎌足桜」 が知られるということは、 うれしいですよね。 

事前にいただいた資料を見ると、蜂須賀桜とか塩釜桜これは成功していますよね。民間 

企業（名）というのは答えてくれないですよね。完全にボランテイア的にやっていただ 

けるのですか。 

事務局（須田部長）実は、まだ申し上げられません。この特許を持っている、いろいろな形での特許 

を持っている会社がいくつかあるらしいんですね。まあ、製紙会社が世界各地でパルプ 

に替わる材料をバイオで増やす実験を、もちろん日本の企業ですが、大手の製紙メーカ 

ーは相当やっているということで、それぞれ特許を確立しておやりになっているという 

ことで、実は色々な所から引き合いがあると言いますか、ぜひ実験をさせて欲しいとい 

うところがあります。 それからもうひとつは、 木更津にはＤＮＡ研究所がありますので、 

ＤＮＡの分野でも非常に貴重な「鎌足桜」について注目をしておりまして、そういう関 

係でＤＮＡ研究所のからみの中でも企業がいくつか名乗りをあげておりますので、今後 

調整しながら事業を進めていくということでございます。 

金子会長 それでは、「鎌足桜」の苗木の育成については、とにかく純粋な「鎌足桜」を育てて行 

きたいということで、慎重に祖株を傷めてしまう事のないように、採取して苗木育成実 

験することを了承してよろしいですか。 

各委員 （異議なし。 ） 

金子会長 有難うございました。委員の皆様の賛成とみなします。必要最低限の枝を採取して下 

さい。議案はこれだけですが、視察の前にその他のことについて伺いたいと思います。
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事務局（戸倉）事務局の方からその他についてですが、資料の４ページ目５ページ目を見ていただき 

たいと思います。これから、先生方に指定文化財を視察に行っていただきますけど、現 

在木更津市内にあります指定文化財につきまして、 ５ページ目に一覧表がございますが、 

この中で例えば県指定の 2 番目の有形文化財の銅造阿弥陀如来立像、それから市指定の 
14 番の「江戸期の風俗図屏風」、15 番目の「小倉家文書」、26 番目の「上総鋳物師大野 

家関係資料」、については現在博物館の方に寄託されています。 

それから、県指定の 14 番の「板絵著色富士の巻狩図絵馬」、北斎の絵馬と、市の指定 

の６番目の 「徳川家より下賜された獅子頭」 については現在寄託の手続き中です。 また、 

博物館で展示していますものは、 国指定の 1 番の 「上総木更津金鈴塚古墳出土品」 と 「上 

総の井戸掘り用具」が展示されています。また、先ほど申し上げました「上総鋳物師大 

野家関係資料」、それから「高部 30・32 号墳出土資料」が現在博物館で展示中です。そ 

れから、この中で、「上総鋳物師大野家関係資料」のうちの一部が、4 月から５月へかけ 

て横浜市の歴史博物館で開催される特別展で展示される予定となっています。 

また、国によって記録選択されています「木更津市中島の梵天立て」につきまして、 

その関連ですが、実は文化庁から委託を受けました千葉県の伝統文化再興事業実行委員 

会というものがありまして、そこで平成 19 年度から 3 ヵ年計画で、ふるさと文化再興 

事業「地域伝統文化伝承事業」の中の分野別活動事業として、房総の出羽三山振興の映 

像記録作成事業を現在実施中です。平成 20 年 1 月７日にビデオ撮影がおこなわれてい 

ます。現在も、中島の行人のおじいさん方の敬愛会の活動を中心に調査を継続中です。 

昨日、愛宕様というお祭りがありまして、軽自動車に神社の小さな社と言いますか、持 

ち運びできる愛宕様の入った厨子を積み込んで町内を回りまして、火伏せのお札を配っ 

たのですが、そういうお祭りが昨日ありまして、県立中央博物館の方に私が同行して調 

査に行ってきました。 

それから、 先ほど教育長からお話がありましたように、 市指定文化財の 「鎌足桜」 祖 

株につきましては、茨城県の鹿島神宮に 2 月に移植されています。これは、市指定文化 

財ではないですけど、 「鎌足桜」の木を移植しています。これで、鎌足桜保存会における 

県外の植樹例は、鎌倉五山の浄妙寺に次いで２回目となっています。 

以上が、市内にある指定文化財の現在の現状です。 

栗本委員 その県外に出ている３本というのは、 どこからどういう形で出ているのですか。 もし、 

親木と若干でも違う性質が出れば、これは「鎌足桜」の亜種ということで考えていかな 

ければいけないですね。 

事務局（須田部長） 正式にはそういうことになると思います。実は、大阪の造幣局のところにも「鎌 

足桜」 が２本あります。 京都の桜守の先代の佐野藤衛門という方が、 約５０年前ですか、 

木更津の 「鎌足桜」 を採取してそれを増やして造幣局に植えたという経緯がございます。
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栗本委員 増やしたというのは、その「接木」なのか「挿し木」なのかわかりませんか。 

事務局（須田部長） ちょっとかわかりませんね。それが今指定されている祖株ではなくて、いわゆ 

る鎌足に生えていた「鎌足桜」と言われるものから採取されたものだと思います。 

栗本委員 偽物とは言わないけれども、似たものを移植したのですか。 

事務局（須田部長） 例えば、鎌足公民館に大きな「鎌足桜」がありますけども、去年ですか、佐野 

藤衛門さんが京都からお出でになった時に、これを見てそのうち違う花が咲くよとおっ 

しゃっていました。 

栗本委員 巷に「鎌足桜」と称する物はいっぱいあって、いつのまにか本家とは違うものが作ら 

れていたということが、どうかなと思いますが。 

事務局（須田部長） 最近、地元の鎌足かるたの会というグループが、 「鎌足桜」のカレンダーを作製 

しました。そのカレンダーにいろいろな「鎌足桜」が映っておりまして、いわゆる市指 

定文化財の「鎌足桜」とは違った形状の花びらをしているものもあります。 

栗本委員 桜は、ものすごく突然変異するものですよね。 

事務局（須田部長） そうですね。ですから、そういう意味でも何がいったい「鎌足桜」かというブ 

ランド化を図っていく。それは木更津市の指定文化財以外に「鎌足桜」はないことにな 

ろうかということになると思いますけど。 これだけ、 各地に広がってきますと、 「鎌足桜」 

が何かということをはっきり定めたいということが今回の事業のねらいです。 

栗本委員 わかりました。 

金子会長 バイオ技術を使用して、地元にある「鎌足桜」の苗木育成をすることは、DNA 研究 

所でも関心を持っているのですか。 

事務局（須田部長） ＤＮＡ研究所は、そういう意味でも関心を示しております。 

金子会長 今、市指定文化財の最近の概要を話していただきましたけど、何か（ご質問等は）あ 

りますか。ちょっと休みますけど、今決めたことですけど、その経過報告的なことは文 

化財保護審議会に話してくださいね。どういうようになったのか、経過報告してくださ 

い。
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事務局（戸倉 わかりました。 

金子会長 他に何かありますか。木更津市の文化財のことについてですが。 

高崎委員 私の父親の実家のある北片町のことですが。その実家の近くに、小林一茶の日記に出 

てくる戸隠神社があります。木更津の一小の北側にある神社で、現在は小さな社がある 

だけです。ただ、一茶が頻繁に（木更津に）来ている頃は、相当大きな神社で、日記に 

はその神社の夜宮（縁日）のことが出てきます。 

（ここにある石造物は）以前文京公民館の同好会の人達が、甲斐さんか稲木さんの指 

導で調査をおこなっています。 

その石造物調査で記録されていた江戸後期ぐらいの庚申塔とか古い石造物が全くなく 

なってしまいました。新しく造った庚申塔に変わっていました。よく見たら、鳥居まで 

新しくなっていて、古い石造物などがどこへ行ってしまったのかなと思っています。 

昨日、このことを確かめるために写真を撮ってきました。発端は、私の父親が実家へ 

行った帰りに歩いていて、えっと驚いて私に報告したので見てきました。そういう一茶 

にちなんだような由緒ある神社の、しかも調査した石造物と鳥居のことなので、些細な 

ことですが、報告させていただきました。 

金子会長 関心がありますよね。 

高崎委員 写真を撮ってきました。写真がありますので。これが最近造られた庚申塔で、本来は 

こういう庚申塔でした。鳥居も、去年撮影した時はこういうものだったんですが。この 

庚申塔は記録されていたものなので、所在がわからないと後々関心を持っても調べるこ 

とができません。現在は、古い石造物がどこにあるか、ただ氏子とかこの関係者は知っ 

ていますよね。 

事務局（教育長） 碑文もついていますよね。これは、新しく造ったものですね。石屋さんか何かに 

作ってもらったものですね。 

事務局（高橋課長）これは、東岸寺の隣ですよね。 

金子会長 どうもありがとうございました。事務局の方から何かありますか。 

事務局（戸倉） ありません。 

金子会長 ないようでしたら、次の視察先の方へ行きたいと思います。よろしいでしょうか。以 

上で終わりにしたいと思います。
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金子会長 よろしいでしょうか。 

事務局（戸倉）それでは、視察先へご案内します。１階裏口に車を用意してありますので、よろしく 

お願いします。まず、釋蔵寺の方へ伺います。 

（備考） 

この後、市指定文化財である、曽根にある釋蔵寺の木造薬師如来坐像と、矢那の高蔵寺にあ 

る「鎌足桜」祖株と高蔵寺の本堂・山門・鐘楼を視察しました。 

平成２１年４月７日 

議事録署名人 木更津市文化財保護審議会 

会長 金 子 馨


