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平成２１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２１年度第１回木更津市文化財保護審議会 

２．開催日時 平成２１年５月２０日（水）午後２時３０分～４時００分 

３．開催場所 木更津市役所６階委員会室 

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 ５名 

初谷教育長、栗原教育部長、能城文化課長、半澤主幹、戸倉副主幹 

５．議題及び公開又は非公開の別 

会議内容 報 告（１）平成２１年度の文化財保護事業について（公開） 

（２）桜井地区の獅子舞調査について（公開） 

（３）「鎌足桜」祖株の苗木育成実験について（公開） 

その他 金鈴塚古墳の発掘調査における成果について 

６．非公開の理由 

７．傍聴人 なし。 

事務局 只今から、平成２１年度の第１回木更津市文化財保護審議会を開催いたします。はじめ 

に、お手元の資料にあります会議次第をご覧ください。この会議次第によりまして、初め 

に金子会長にご挨拶をお願いします。金子会長、よろしくお願いします。 

会長 （金子会長挨拶） 

事務局 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。 

教育長 （初谷教育長挨拶） 

事務局 では、事務局から報告があります。先ほど、筑紫先生からご欠席したいという連絡があ 

りましたので、ご報告いたします。それでは、まず文化財保護審議会の議事に先立ちまし 

て、本年４月１日の人事異動によりまして事務局員の異動がありましたので、部長以下事 

務局員の自己紹介をさせていただきます。 

（部長以下、事務局員が自己紹介する） 

それでは本日の会議次第について、ご説明させていただきます。本日の会議内容は、
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第１番目に「平成２１年度の文化財保護事業」についてご報告させていただきます。 

第２番目には、 「桜井地区の獅子舞調査」について、教育委員会で把握しています獅子舞 

の概要について、後ほど DVD の映像を交えてご報告させていただきます。 

最後になりますが、第３番目には、前回の平成２０年度第３回文化財保護審議会でご承 

認をいただきました「鎌足桜祖株の苗木育成実験」の経過報告をさせていただきます。 

事務局 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 はい、それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。会議の 

第１番目の報告である 「平成２１年度の文化財保護事業について」 、 事務局に説明をお願い 

します。 

事務局 （戸倉） 戸倉から、 ご報告させていただきます。 お手元の資料の１ページ目をご覧ください。 

平成２１年度に文化課が実施する文化財の保護事業は、次のとおりです。 

（以下、今年度実施する予定の文化財保護事業を説明する。） 

金子会長 ただいま説明がありました第１番目の報告「平成２１年度の文化財保護事業について」、 

何かご質問とかご意見とかありますか。 

高崎委員 補助金の最後に出てきた中島区文化財保存会とは、どのような団体ですか。 

事務局（戸倉） それでは、ご説明させていただきます。木更津市中島の梵天立てが、平成４年度に 

国によって記録選択されまして、この梵天立てを伝承する目的で設立された団体です。主 

に正月７日におこなわれる梵天立ての取りまとめや、あるいは中島区に残る文化財関係の 

調査をおこなっています。この団体に対して、木更津市から補助金を出して、色々な事業 

をやっていただいています。 

金子会長 中島区文化財保存会の説明、よろしいですか。 

高崎委員 はい、わかりました。 

藤平委員 木更津市の市史編さん事業ですが、昭和４７年と昭和５７年に（市史の刊行を）やって 

いるわけですが、その後の現代史を追加するのですか、それとも根本的にやるのでしょう 

か。



 3  

金子会長 今度作る木更津市史の編集に対する考えは、どのようなものですか。 

事務局（能城課長） 先ほど、戸倉から説明させていただきましたけれども、どういったイメージ 

になっていくのかといったところを、職員の間でも詰めているところでございます。いず 

れにしても、昭和４７年以降は（書いて）ありませんから、 （新しく刊行する市史には）そ 

れ以降のことについてはきっちり入れていかなければと思います。その他については、前 

回の市史をベースとしていくのか、違う視点からいくのか、いろいろな角度から詰めてい 

る途中でございます。 

先ほど説明をさせていただきましたが、まずその前段として公民館の郷土史講座とかい 

ろいろなところで歴史活動がおこなわれて、そこである程度学習の成果が冊子としてまと 

められているものとか、整理されているものがありますので、そういったものの収集活動 

をしているところでございます。それと、編纂に携わっていただける方を今リストアップ 

していまして、その中から何人かお願いするということで、編集の委員さんも検討中とい 

うことでございます。いずれにしましても、この２ヶ月の間にその辺のところはきちっと 

整理していきたいと思います。次回には、ある程度のことをお示しできるかと思います。 

藤平委員 市史刊行は、君津地方では木更津市が最初ですが、その後、君津市・袖ケ浦市と後へ 

行くほど良い市史ができました。ぜひ今回は、他の市町村の上を行く市史を作っていただ 

きたいと思います。 

事務局（能城課長） 編集の視点も、色々な視点でおこなわれますので、その辺のところも検討し 

ながら木更津らしい市史にしたいと思います。 

金子会長 ご質問はよろしいでしょうか。他にご質問はないようですので、今質問等にもありまし 

た中島区文化財保存会の補助金の内容と市史編集についてですが、 よろしくお願いします。 

では次に、２番目の「桜井地区の獅子舞調査」ですか、それについて事務局から説明を 

お願いします。 

事務局（戸倉） それでは、先生方にＤＶＤを見ていただきまして、それからご報告させていただき 

ますので、ちょっとお時間をいただきます。 

（ＤＶＤを放映する。 ） 

事務局（戸倉） 今、ＤＶＤを見ていただきましたが、ご説明させていただきます。３ページ目を 

ご覧ください。 

（桜井片町の獅子舞の概要とその調査計画について、説明する。） 

金子会長 桜井地区の獅子舞調査、ＤＶＤの映像を見ていただきましたが、何かお気づきの点とか
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ご質問等はありますか。何かお聞きすることがありますか。 

栗本委員 冒頭の地元と言うのは、桜井地区６町内全てというように認めて良いのか、桜井地区と 

いうのか、そうすると他の町内の獅子舞が紹介されてなかったので、総括的に桜井地区６ 

町内の獅子舞という捉え方をするのか、この立派な（桜井片町の）獅子舞だけに限定して 

いくのか、 それによって大分調査方法が変わっていくのかなという、 そんな感じがします。 

事務局（戸倉） この獅子舞につきましては、当初は桜井片町の地元の方から、獅子頭を指定してほ 

しいという話が来ました。獅子頭については、今から約１６０年前のそれほど古くないも 

のでした。このため、文化課としましては、獅子舞自体を調査して無形民俗文化財として 

の指定はどうかということを、一応考えています。ただ、桜井地区６町内のうちの３町内 

で同じように獅子舞が行われていますので、調査といたしましては３町内の獅子舞を調査 

対象とすることを考えています。その調査結果を持ちまして、指定の希望があります桜井 

片町の獅子舞だけが指定案件に値するかどうか、あるいは桜井地区のお祭りで行われてい 

る３町内の獅子舞全てを指定した方が良いのか、指定に値するのかどうかについて、ご検 

討していただきたいと考えています。 こうした３町内の獅子舞を調査した中で、 （先生方に） 

お考えをお聞きした方が良いと思いまして、計画を立てているところでございます。 

栗本委員 有形文化財では（指定は）無理だろうと考えて、では無形文化財ということになると、 

いわゆる周辺の社会を反映したものが無形民俗文化財という捉え方をしているので、桜井 

片町一つだけを取り上げて、はたして指定する過程において、ちょっと偏りが出てくるの 

かなと思っています。無形民俗文化財は、ある特定の地域の中から構成されたものではな 

いかなということが、私の捉え方です。 

そういう意味においては、故知（※先人の知恵）というか、 （これを）捉えて桜井片町の 

行事をそういうなりゆきの中で、周辺というのか、関連というのか、 （そういうことを）調 

査していくことが必要で、必ずしも今年度中の調査完了ではなくて、調査期間をもう少し 

長く見ても良いのではないか、そんな感じがします。 

事務局（戸倉） 先生のご意見につきましては、調査結果の中で、また改めてご検討をお願い 

しますので、よろしくお願いします。 

金子会長 あまり急いで調査しないで、先ほど言いましたように十分調査してください。 

藤平委員 桜井地区だけで、獅子舞が行われているのですか。 

金子会長 木更津市の獅子舞の状況について、事務局に説明を求めます。 

事務局（戸倉） おおよそ１５地区では、獅子舞が行われているようです。これにつきましては、数
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年前に各地区の区長さんにお伝えしまして、無形民俗文化財の（所在の有無に関する）調 

査をしました。 その結果を見ますと十数個所、 現在行われていない個所もあるようですが、 

新宿、それから桜井とその近くの小浜の方ですとか、あちらこちらにあります。その中で 

一番活気というか、 一番熱心に保存活動されているのが、 桜井片町の獅子舞だと思います。 

栗本委員 先ほど映像を拝見して、しかし昔はこうだったということが、 「言い伝え」として言葉で 

残っているのでしょうか。 

事務局（戸倉） 「言い伝え」と言いますと、どのようなことでしょうか。 

栗本委員 昔は （獅子舞が） こうだったということです。（昔の） 映像は残っていなかったですよね。 

ちょっと迫力を欠いているので。指定行為の中で、やっぱり昔はということを聞きたいで 

す。どこの時点をもって、指定の対象とするかということがひとつありますからね。今の 

時点なのか、昔はということの中で（指定）対象として復元できるものであれば（良いの 

ですが） 、このあたりはどのように考えていますか。 

事務局（戸倉） この獅子舞については、先ほどのＤＶＤにありますように胴幕というものが付いて 

いませんが、昔は付いていました。この胴幕を、子ども達が持っていたことを、地元の方 

から伺いました。ここ十年か十数年の中で、そういう形で変容してきているそうです。そ 

ういうことを含めまして、昔のことも調査していく中で、指定となれば場合によって可能 

であれば （旧状に） 復してもらうことも考えています。 大分、 昔とは変容していることは、 

昔の写真を見ましても良くわかります。このことについては、調査の結果で大分わかって 

くると思います。服装自体も、かなり今様になっています。 

昔は、諏訪神社まで道中ばやしを奏でながら獅子舞をして、延々と歩いて行って、向こ 

うで奉納したそうです。現在は、交通事情によって行われていませんので、このことから 

も随分変容してきていることがわかります。どういった形で、この無形民俗文化財を残し 

ていくかについては、調査の結果によりますが、地元で可能であれば旧状に復していくこ 

とも、考え方のひとつかも知れません。 

栗本委員 有形文化財であればその時点で指定をかけられるが、無形文化財というのはどこの時点 

でかけていくのかによって変わっていきますよということになれば、有形について言えば 

同じものですが、（無形文化財は）現状変更になるわけですよ。 

民俗文化財という、そういう表現をしないけれど、変わってきたというか、だからどこ 

の時点で指定をかけるかという前提が、 ３０年前なのか、 １００年前なのかということに、 

そこに問題が出てくると思います。 

事務局（戸倉） 調査では、昔の様子とかそういうものも調査していただいて、どのように変容し
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てきているかについて、できる限り調査する予定にはなっています。 

栗本委員 （そういうことに）留意されて調査ということですか。 

事務局（戸倉） そういうことも、ご意見を伺った中で調査に反映して、どのように変容していった 

かについても調査の中でさせていただきます。 

金子会長 大事なことだと思います。 

高崎委員 桜井片町の説明の中で、最初は片町の方から（獅子頭を）有形（文化財として指定して 

ほしい）という形で話しがあったのですか。それは、先ほどお話があったように、幕末と 

いうことで有形は難しいと判断して、それでこちらから無形ではどうですかということで 

すよね。 

北片町の獅子頭は、獅子頭そのものを指定しているわけですね。 

金子会長 獅子頭そのものですね。 

事務局（戸倉） 北片町の獅子頭につきましては、徳川家より下賜されたという伝承そのものを重視 

した、獅子頭としての指定です。いわゆる伝承を大事にしたという形での、獅子頭だけの 

指定です。指定当時の審議内容がわかりませんが、伝承を大事にした中での指定となって 

います。 

高崎委員 桜井の場合は、祭りそのものを民俗芸能で無形文化財で（指定）という考えですね。 

事務局（戸倉） 有形文化財での獅子頭の指定はなかなか難しくて、約１６０年前の獅子頭ですと結 

構各地にたくさんあるような状況です。特に、指定に値するような何か特別な条件と 

か、特別なことがあれば良いのですが、特にありません。そうしますと、無形民俗文化財 

としての指定はどうか、その中で実際には「付けたり」ということはおかしいですが、獅 

子頭についてはその無形文化財の道具の一部として、有形と無形の文化財の区分は違いま 

すが、指定内容に加えれば良いのではないかと考えまして、無形文化財で指定してはどう 

かといったことになったわけです。 

先生方には、第３回の保護審議会でご意見を伺うことを考えていますが、ちょっと長い 

目で見た方が良いとのご指摘がありましたが、市指定文化財につきましては指定すること 

によって無形民俗文化財を大事に保存していくという成果が期待できるので、特に問題が 

なければ、 先生方のご意見で、 出来ましたら地元の要望もあるので指定をしていくことを、 

文化課としては考えています。 

もう一つは、先ほど栗本先生からお話がありました中に、地元の背景となる地域社会全
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体のことも考えていかなければ、無形民俗文化財についてはなかなか（調査が難しくて） 

出来ないですけど、桜井地区全体の夏祭りの調査をしていく中で、田村先生に 

触れていただくような形で報告することを考えています。 

藤平委員 （無形民俗文化財については）全く素人ですけど、すばらしい獅子頭ですね。家（久留 

里）の方は、あれは胴幕を被ってやっていますね。こちらは大きいですから、なんとか持 

ってやっていますね。こういう形というのは、こちらは漁業や農業が一緒になったという 

ことで、このようにやっているのですか。何か白浜とも関連があるのですか。 

事務局（戸倉） 田村先生からお聞きしたことですが、伊勢の獅子舞の系統ではないかと言われてい 

ました。詳しくは、調査しないとはっきりとしたことは言えないとのことでした。獅子舞 

に御頭神事 
みかしらしんじ 

というものが伊勢にありますが、そういう関係で「伊勢の御師 
お し 

」がこちらの方 

へ来て、獅子舞を広めたのではないかと考えておられました。 

白浜も海岸地帯ですし、桜井についても海岸地帯ですので、漁業とかの関連によって、 

伊勢の方から獅子舞が伝播してきた可能性があるとおっしゃっていました。ただ、房州で 

は三匹獅子舞が主流でして、この三匹獅子舞とは大きく違います。千葉県内では、二匹で 

行われる獅子舞はあまりなく、めずらしいとのことでした。その伝播経路とか起源とかに 

ついては、地元の方に伺いますと大火があって資料が皆焼失してしまって残っていないと 

のことでしたが、このことについても民俗専門の先生に全国的な視野でお願いして、出来 

る限り背景となる地域社会の様子を踏まえた調査していきたいと考えています。 

それから、胴幕については、今は付いていませんが、昔はあったそうです。子ども達が 

後ろで何人も持っていたそうです。ＤＶＤを見ますとありませんが、何年か前まであった 

そうです。このように、だんだん変容してきています。 

栗本先生 確かに、どこの時点で（指定をかけるか）ということですね。 

事務局（栗原部長） 北片町の獅子舞では、胴幕がありました。 

高崎委員 そうですね、覚えていますよ。 

金子会長 こちらでは、いつ頃から胴幕がなくなったか、確認してくださいね。 

栗本委員 少なくとも、胴幕があればね。 

事務局（戸倉） いつ頃からこういう風になったのか、このことも調べていただきます。昔の様子を 

見ると、だんだん変容してきていますので、その変容の経過も調査していきます。
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栗本委員 調査の対象が、桜井片町の獅子舞だけではなくて、桜井３町内の少なくとも獅子舞の 

代表として調査しないといけないと思います。たまたま、今現在は、桜井片町の皆さんの 

強い要望があって調査するようになったのですね。 

では他の町内の皆さんから、やっぱり指定してほしいとの話が起きた時に対応できるよ 

うに、 桜井地区全域という中で捉えていくべきです。 むしろ、 我々保存する立場としては、 

要望する立場（の地元）としては熱くなっている時に、地元の皆さんを巻き込んでいこう 

とする考えがあっても良いのではないかと思います。 

事務局 （戸倉） 先生のご指摘については、 ３町内全てを調査することを考えています。 このことと、 

桜井地区全体のお祭りを調査することを、田村先生にお願いしてあります。 

金子会長 獅子舞調査について、 たくさんの貴重なご意見をいただきましたが、 よろしいですか。 

ぜひ、今ご意見が出たことについては、充分に留意して調査してください。 

事務局（能城課長） 今、どの時点のどの形で（指定すると）いうことも、大変重要なことですので、 

その辺のところも調査にあたる先生にきちっとお願いしながら調査していくことを考えて 

います。 

金子会長 では、よろしくお願いします。次の報告の（３）に入りたいと思います。「鎌足桜」祖株 

の苗木育成実験について、事務局に説明をお願いします。 

事務局（戸倉） ４ページ目を、ご覧ください。枝木育成実験の経過についてご説明します。 

（去る６月に行われた、 「鎌足桜」祖株から緑枝を採取した経過について報告する。） 

金子会長 事務局から報告がありましたが、「鎌足桜」苗木育成の経過について、何かご質問など 

ありますか。 

藤平委員 今年初めて、 「鎌足桜」を見る機会がありましたが、すごく花が優美ですね。それで、花 

の時期も普通の桜に比べてかなり遅いので、大変特色のある、木更津独特の桜だと思いま 

すね。ぜひ、成功していただきたいと思います。 

栗本委員 購入の本数の上限は、想定しているのですか。細胞のあれが限定されるから、それ以 

上に増えることはまず考えられないので。 

事務局（戸倉） 採取した本数が決まっていますので、そんなに際限のない数にはなりません。 

栗本委員 ２０センチぐらいの、新しい新生を使うわけですよね。中間の、良く挿し木では中間は
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あれを使いますよね。それか、増芽というか新しい芽を使う、そういうやり方ではないの 

ですか。 

事務局（戸倉） 詳しくは、前回の資料で先生方に見ていただきましたが、葉っぱが 1 枚出ている枝 

の上下を切って育成する、何と言いますか専門ではありませんので良くわかりませんが、 

前回の資料に載っています。 

栗本委員 葉っぱの出るところや、あるところには芽が出るのです。ということは、２０センチだ 

と４～５本は取れると思います。 

事務局（戸倉） 最低４本ぐらいは、取りたいです。 

事務局（戸倉） 高蔵寺の「鎌足桜」を見てきましたら、結構緑枝がかなりたくさんありまして、 

その中で、数が当初は採取する数が数本ということでした。採取時に向こうに行きました 

ら、１０本から１５本ぐらい必要だと言われました。 

栗本委員 全量引取りですね。アグリ事業部の方には残さないということですね。 

事務局（戸倉） そうです。まだ、決定はしていませんが、地元の畑で大きくしていただくことも視 

野に入れています。 

金子会長 他に、ご質問はないですか。 

事務局（戸倉） 後、説明の付け足しですけど、専門ではないのですけど、桜の花の花びらで 100 枚 
200 枚という種類の桜があるそうです。藤平先生はお詳しいと思いますが、北陸とか向こ 

うの寒い地方にそのような桜があるそうです。場合によっては、そういう桜の系統を「鎌 

足桜」が受け継いでいるのではないかという先生もいらっしゃいます。そういう、花びら 

が 100 枚 200 枚という桜があるのでしょうか。 

藤平委員 桜は桜で専門ではありませんが、 桜はすごい品種が多いので、 あるのではないのですか。 

事務局（戸倉） 本当は寒い所にある桜ではないかという先生がいらっしゃったもので。はっきりわ 

かりませんが。 

藤平委員 突然変異ですから、そうは言えないと思いますね。色々な可能性がありますので。 

藤平委員 この間、市長さんに紹介した蘭も、寒いところの蘭ですから。それは寒いところのもの
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がある可能性がありますけれども。しかし、この辺の桜というものは、富士火山脈の影響 

の突然変異ではないかなと思います。 

金子会長 注意深く、苗木育成実験の様子を見て来ていただきたいと思います。他に、ご質問はあ 

りますか。ないですか。それでは、ございませんでしたら、事務局からの報告３件を終わ 

らせていただきます。この際、他には委員の先生方から何かございますか。 

栗本委員 今日、配布されている金鈴塚古墳復元図・トレンチ配置図について、いままで出てきた 

（想定される大きさの）数字をいつ頃訂正するのかどうか。その大きさや規模をどうする 

のか教えてください。 

事務局（戸倉） 先生方のお手元にある図面を見てください。ご説明させていただきます。 
4 月２３日に、金鈴塚古墳において確認調査を実施しました。調査箇所は、この図面にあ 

ります点線部分で示したところです。金鈴塚古墳の墳丘が失われた前方部の端っこにあた 

る箇所で、お弁当屋さんが建つことになりまして調査を行いました。 

その結果、 従来の金鈴塚古墳は、 墳丘の長さが１００ｍぐらいと推定されていましたが、 

今回の調査でその長さが若干短くなる可能性が出てきました。 調査箇所が１箇所ですので、 

確定ということではありませんが、場合によってはおよそ１００ｍぐらいと推定されてい 

た墳丘の長さが９０ｍぐらいになる可能性が出てきました。矢印の部分の、後ろの点線が 

手前の点線の部分まで縮まる可能性が出てきました。 

この古墳は、６世紀の終わり頃から７世紀初頭ぐらいの前方後円墳で、前方後円墳が造 

られた最後の時期の古墳です。その当時の関東地方にあった大きな古墳を比較しますと、 

群馬県高崎市の観音山古墳が９７ｍ、同観音塚古墳が１０５ｍ、それから埼玉県行田市の 

金錯名鉄剣で有名な稲荷山古墳がある埼玉古墳群にあります将軍山古墳が９０ｍ、富津市 

の三条塚古墳が１２２ｍですので、埼玉古墳群の将軍山古墳とほぼ同規模である可能性が 

出てきました。 

この将軍山古墳につきましては、石室に使われている石に房州石を使っています。金鈴 

塚古墳につきましては、石棺の石に長瀞近くの寄居町の石を使っています。埼玉の豪族の 

勢力圏から石を持ってきたり、こちらから石を持っていったりしていることから、被葬者 

の一部に何らかの関係があったことも考えられます。 

このように、 行田の将軍山古墳に近い規模ではないかということが、 わかってきました。 

ただ、1 箇所の調査のため、もう 1 箇所ぐらいは少なくとも調査しないと確定できないこ 

とが難点です。地盤が軟弱なところのため、なかなか調査することが難しいですけど、機 

会がありましたら本当に９０ｍぐらいかどうか確定させたいと思っています。 

それから、図面を見るとわかりますか、これでは前方部の周溝の幅がすごく広くなって 

しまいます。しかし、前方部が短くなってしまうこと自体は、前方後円墳の形状を考える 

と後円部とのバランスがより良くなります。今までですと、前方部の長さが結構長くて、
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バランスが悪くなっていました。ただ、ひとつ言えますことは、この形状ですと、前方部 

の内側周溝の幅が結構広くなってしまうことから、本当にこの形状で良いか、はっきりと 

したことは言えませんけど、前方部の長さが短くなる可能性がでてきました。 

それと、いつ頃説明をなおすということにつきましては、調査が 1 箇所なため、金鈴塚 

古墳の説明については確定した時点で修正させていただきます。 

金子会長 ご苦労様でした。事務局の方では、何かありますか。ないようでしたら、大変熱心な審 

議をしていただきまして、ありがとうございした。どうもご苦労様でした。これをもちま 

して、平成２１年度の第１回木更津市文化財保護審議会を閉会いたします。 

平成２１年５月２０日 

議事録署名人 木更津市文化財保護審議会 

会 長 金子 馨


